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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 18 号 2012年冬号

※特売品は2012年12月１日～2013年１月末日まで。
代理店よりトレーニング製品をご購入の方は代理店より注文ください。但し特売品は伝聴研のみの扱いです。

ゼロ磁場で有名な分杭峠

※ 特 集 ※
※難聴予防・肩首のコリ解消法
※自然音のお勧め

※この会報は最終のお買い物（伝聴研へ
のご連絡）から５〜６年間（年２回発
行）お届けしています。

　引き続きご覧頂く場合はご一報くださ
い。

＊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願い
致します。

　今から10年くらい前の事になります。
南アルプスが一望できる2,000メートル
の高地にある“しらびそ高原”へ録音のた
めの下見に出かけました。
　中央高速で「飯田」インターを降りて、
町を過ぎると果樹園。次第に民家もなく
なってきます。峠を目指す曲がりくねっ
た山道は真っ暗闇。車のライトも吸い込
まれるため、突然と対向車が現れ、驚かさ
れる事があります。
　真夜中のこの慣れない道中の恐さはこ
の上もありません。
　鳥の録音は夜明けから日の出までが勝
負のため、どうしても山奥では車中泊に
なってしまいます。車のライトを消すと、
周囲はまるで見えなくなります。
　酒の力を借りて寝なければと、飲みな
がらサンルーフ開けて空を見上げると満
天の星空。
　暗さに慣れてみると星の明かりで周囲
が見渡せるようになり、ようやく安心し
て寝られます。
　そんな思いをしながらも、何回も通い
ました。
　この“しらびそ高原”には日本で唯一隕
石が落ちた形跡がある所として近年少し
知られるようになりました。高原の頂上
には村営の宿泊施設がありますが、他に

は１時間くらい下らないと民家はありま
せん。
　この道中に分杭峠1740㍍があります。
　当時、昼間通ると道端に車が１、２台駐
車していることもありましたが、何も感
じる事なく通過していました。ゼロ地場
が有名になったのはその後です。
　今から５年ほど前、「ゼロ地場を発見し
たのは私です」。と言われる方が見えら
れ、「実は本当のゼロ地場は少し離れてい
るんです」と…。
　場所は教えて頂けなかったが、「それで
何も感じなかったはずだ」と私は妙に納
得させられました。
　その事が気になっていましたが、それ
なら場所を探してみようと一昨年、出か
ける事にしました。
　なぜか鳥が少ない中央構造線だが、何
か録れる音があるのではないかというさ
さやかな希望を持って。
　数日間の滞在予定で、奥の部落、大鹿村
に宿をとった。
　朝３時に宿を出て分杭峠に到着。録音
が終わると、気場探し。
　２日間探し回ったが近辺に感じられる

所はなかった。
　ところが、大鹿村からこの分杭峠の道
中で頭が締め付けられる場所が何カ所も
あるので、気になってカーナビにマーク
をつけ始めた。
　何往復もする間、同じ場所で頭が締め
付けられる事がカーナビに付けたマーク
で分かった。どうも気のせいではなさそ
うだ。３日目は大鹿村の林道を走り回っ
た。
　同じように山奥の林道にも頭が締め付
けられる場所がある。
　初回のこの旅は何も収穫がないまま
帰ったが、１ヶ月後、再び大鹿村、分杭峠
へと出かけた。
　前回と同じように分杭峠はさほど感じ
るものはなかったが、大鹿村と村周辺に
は、やはり頭が締め付けられる場所が何
カ所もある。
　林道を走り、一体この締め付けられる
場所はどうなっているのかと、カーナビ
の縮尺を１キロ、２キロと荒くしてみた
時、愕然とした。
　方向も解らないまま、ジグザグで急勾
配の林道に感じるまま付けたはずのマー

夕日に染まる赤石岳・大鹿村より
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　前号ご紹介した《パワースポットの音
Ⅰ〜Ⅲ》
　１．〈久高島のウタキ（御嶽）［波］
　２．〈富士の森と聖祠〉［鳥］

（No.2の最初の１秒に信号が再生されま
す。ご承知ください。）
　３.〈パナリ島の海〉［波］

　冒頭にも紹介した、これに続くパワー
スポットの音シリーズ第２弾。

《パワーサウンドの音》と題して
　１．〈分杭峠の気音〉
　２．〈葦原神社と大池の気音〉
　分杭、大鹿とも気を録音するために、時
期、時間も含めて最大限の努力をいたし
ました。
　いずれも月刊「ムー」から１セット
18,000円で発売したものです。
　写真５枚＋〈パワーサウンドの地図付
き〉です。

　今回の上記の２種類には特にパワーを感
じた地点を地図にしてあります。今回５点
のいずれかをお買い頂いた方、また前回パ
ワースポットのＣＤを買って頂いた方で、
ご希望の方にも大鹿村の観光地図にポイン
トを記したより詳しい地図を差し上げま
す。備考欄に地図希望と書いてください。
　分杭峠はゼロ地場として全国的に有名
になりましたが、私の感覚ではこの地点で
はそれほど強いものは感じません。むしろ
この峠を両側に下がった所。例えば現在分
杭峠に行くには大鹿村側か長谷村側の駐
車場に車を置いて、そこからシャトルバス
に乗って行くことになります。
　実におもしろい事に、両側の、この駐車
場がとても強いのです。
　その強い所を無視して気の少ない分杭
峠を目指して行くのです。皆様はどう思
われますか。

〈パワーサウンド〉及び〈パワースポット〉
の音。　　　 いずれも１枚　6,100円

２枚以上は１枚　5,800円
前回のパワースポットの音３枚を含めた
５枚セット             　 28,000円

特集その1
《自然音のお勧め》

 “聴覚システムの効果は”
　聴覚システムを開発した当初、「音楽関
係」の方に提供したいと考え、まず念願で
あった機械システムの通信コース“ハイ
パーリスナー”を完成させました。
　その直後「語学」用に、市販品のマジッ
ク･リスニングという聴覚セットを作り、
代理店に提供しました。
　ところが、この最強ツールである通信
コースをトレーニングされた方から思わ
ぬ効果の報告が入るようになりました。
　報告を受けた当初は、私自身、それはト
レーニングを受けた方の気のせいではな
いかと半信半疑に思っていました。しか
しその後も予想外の報告が次々に舞い込
んで来たために、これまでの受講者に「ト
レーニングの効果がどうであったか」と、
統計をとってみました。
　その結果を見て驚愕しました。
　様々な不調に対して何と50％〜60％
の方に何らかの効果があり、中には100％

クが直線上に並んでいたではないか。
　驚いてその地図を分杭方面に移動して
見ると同じく直線上にあった。
　この頭が締め付けられる場所は数本の
直線で結ばれていたのだ。
　もうこれは気のせいではない。
　その後、合計５回、15日ほど、この地
を走り回ったが、その場所は確実なパ
ワースポットであることがわかった。
　特に強い場所も数カ所あり、寒い早朝、
鼻がグスグスしている時も、その場所に
くると鼻が通ってしまうほどの強さだ。
　そして今年、雪解けを待って、もう少し
良い録音をと、出かけた際、その地点を注
意深く観察してみると、驚いた事に強さ
が変わっていたり、場所が50㍍〜100㍍
ほどずれていたり…。

　前回紹介したパワースポットの音３枚
に続いて、今年の春、この地の録音を二種
類制作しました。
　膨大な録音の精査と編集をしているう
ち、おかしな事に気づきました。これが定
かな事かは分かりませんが、強い場所に
なると超低周波で、まるで機関銃を撃っ
たかのような「ドドドド」、「ドドドド」と
音が入っています。私にははっきり聞こ
えるのですが、会社の者に確認しても解
らないと言います。
　この現象は〈富士の森と聖祠〉にも入っ
ていました。この場所は北富士演習場が
近くにありますので、機関銃の音と思っ
て、良い録音も、その音が入ると没にして
いましたが、この大鹿村100キロ四方そ
のような場所は一切ありません。それも
日の出前後の午前４時〜５時。
　そこでいろいろ注意して聴いてみる
と、分杭峠の録音にも微かに…。
　さらに録音を調べていると、後頭部が
ゾクゾクする感じがあり、これまで録り
貯めた他の自然音を調べてみましたが、
その感じは確かに違います。
　「気」は録音できる事はこれまで確認し
ていますが、この地場の「気」なるものも
確かに録音できていました。
　折角見つけた「気場」です。雑誌に出す
と荒らされます。ＣＤセットには詳しい
この地点の地図も入っています。興味が
ある方のみの秘密の場所で良いのではな
いでしょうか。伝聴研会員の特権としま

しょう。

【ゼロ磁場巡りは？】
　まだ未定ですが、もし行きたいと言う
方がおられれば現地をご案内したいと
思っています。
　一応注文用紙の余白か備考欄に「ゼロ
地場巡り希望」と書いてください。
　多分梅雨前の６月初旬頃の土日を考え
ていますが、日程はまだ解りません。決行
の時は希望者に直接連絡を致します。
　集合場所は現地、宿泊は露天風呂付き
の食事がおいしいスポットの中にある旅
館です。宿泊料はお酒付き約１万円前後。
山奥ですので、車で来られる方のみにな
ります。

第２弾
== 新 発 売 ==
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近いデータを示すものもありました。
　体への影響、精神的な影響、脳障害、中
には不思議な体験をされる方、思わず
笑ってしまいたくなるような体の変化。
性格改善や閃き、親子関係、職場の人間関
係まで幅広く、中には劇的な効果の報告
も数多くありました。
　その数年後、それらの効果も秘めて
市販用の能力開発製品である“ビュー
ティーリスニング”を開発しました。
　この市販の製品からも次々と同じ様な
報告が飛び込んで来るようになりました。
　現在ではブレインスイッチＢＯＸとい
うネーミングになっていますが、その間、
マイナーチェンジしながら、“ハイパー
mini”、“ミラクルサウンドＢＯＸ”と名前
も変えてきました。
　それらの製品の使用者からの報告を
幅広く拾っていきましたが、トレーニン
グＣＤの枚数や、使い方などを考慮して
集計してみると、“ハイパーリスナー”か
ら比べると若干効果は落ちるものの、大
きな成果を出していることが判り、“ハイ
パーリスナー”での集計の正しさも、物
語っていました。

　なぜそのような劇的な変化が起こるの
か、喉から手が出るほど欲しかったエビ
デンスでした。
　その後、徐々に協力者も現れ、ホルモン
のデータでは計測した医者が驚き、脳血
流データは研究者を驚かせ、脳波のデー
タでも計測者の首を捻らせました。（会報
17参照）
　しかしその詳細は未だに不明です。
　現在、まだ脳ブームが続いていますが、
脳の解明はまだほんの入り口でしかあり
ません。
　今年IPS細胞で日本人がノーベル賞を
取りました。その技術や動物の不思議さ
には計り知れないものがあります。困っ
ている方には衝撃的ニュースでもあり、
この技術が発展することを望みます。が、
角度を変えて見ると、その技術にだけ頼
らずとも、まだまだ人間の脳を刺激して
自分の「未知なる脳に司令」させるという
手立てが残されているのです。
　我々の脳には秘めたる、まだまだ未知
の部分が多く残されています。これまで
の実例を考えると、それが聴覚システム

での“脳への音刺激”という、正に科学を
先んじている証拠でもあります。

“なぜ自然音を”
　このシステムの効果は「何故」、と考え
た時、「未知なる脳の働き＝自然の力」と
いう事も同時に考えさせられました。
　同時に、「現代人は人間らしく生活して
いるだろうか」と、私が子供の頃を振り返
ると、腹が減らなければ家に帰らず、狭山
丘陵の野山で遊びほうけていました。
　その自然豊かな山、畑、空き地などがな
くなった現在とを比較して、「ああ良い時
代に子供の時期を過ごした」と思います。
　それを考えた時、また様々な事を考え
させられました。

　人間は自然と共に暮らしてきた。自然
に教わり、自然に逆らわずに生活をして
来た…。
　「東洋医学は体全体のバランスを診て
いる…」。
　「足ツボ」は…？
　昔、長旅はワラジで足のツボを刺激し
ていた…。
　などと考えると、「自然が発する音はど
うだろう。」「きっとそこには人間にとっ
て不可欠で、とてつもない力があるので
はないか」という、単なる閃きと言うより
思いつきに近い想像から自然音に着目し
出しました。

　過去10回余、会報の冒頭で自然音日記
を紹介してきました。
　その録音は泣き笑い、危険やハプニン
グの連続で、半年に１回では紹介しきれな
い数々の出来事、中には過酷過ぎて皆様に
お伝えできないニュースもありました。

　当初は、数ある自然音の録音家から「音
源を借りよう」と思ってＣＤを買い集め
ましたが、どれを聴いても私が思う自然
音とはほど遠く、それが何故だか分から

ないまま、「それなら自分で録音してみよ
う」と思い始めました。「自然らしい自然
音の録音を…」、それが苦難の連続になっ
てしまったといういきさつです。

　トレーニングＣＤには勿論自然音も
入っていますが、それとは別に“自然音Ｃ
Ｄ”を作っている理由は、
１・約20日間のトレーニング中の半ばあ

たりに３〜４日休憩して自然音ＣＤを
聴いて、慣れを解消させて頂きたい。

２・Ⅰクールのトレーニングが終わって
次のトレーニングまでの間に自然音Ｃ
Ｄを聴いて、トレーニング効果の持続
を図る。

３・リラクゼーションのため。
などが大きな理由です。
　トレーニングセットの中には価格の関
係上、自然音ＣＤが入っていないセット
もありますが、トレーニングの理想とし
ては多彩さが効果を上げるコツでもあり
ます。
　トレーニングＣＤも少しずつ増やして
いって下さい。
　自然音ＣＤをヘッドフォンで聴くと、
トレーニング替わりとなり、ステレオな
どで部屋に流せばリラクゼーションにな
ります。
　トレーニングの合間に聴く自然音は一
枚全部ではなく、気持ちの負担にならな
い程度、気に入ったものを15分前後聴い
て頂ければ良いのです。

　パワースポットの録音に限らず、録音
には多かれ少なかれ苦労を強いられます。
　ＣＤ１枚制作するにも毎年約１ヶ月以
上の期間、自ら録音に出向き、合計100時
間くらいの録音の中から、自然そのまま
に、風や薫りが漂う。そんなコンセプトに
合った録音を選りすぐっています。
　録音に20年かけた「諏訪湖の花火の
音」、「水琴窟」「草原のヒバリとアカゲラ」

「虫の音数種」と、これまで録り貯めた録
音もまだ沢山控えています。

　価格以上の内容、効果です。是非ご活用
ください。

一般価格、通常１枚3,800円
会員価格、通常１枚3,610円

キャンペーン特価　３枚セット　10,500円
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５枚セット　17,000円
10枚セット　32,500円

　ご希望の自然音を選べます。またお任
せ頂ければ選定いたします。

特集その２
肩コリ、首のコリの解消のための

ストレッチ運動　第１回

　肩コリ、首のコリは脳への血流を悪く
して老化を早めます。耳鳴、頭痛を起こし
ます。また老齢性難聴へと、進行していき
ます。
　勿論、聴覚トレーニングで難聴、耳鳴り
を軽減させたり、また筋肉を柔らかくす
る作用も大きいですが、普段の生活やス
トレスにも大きく作用されるので、トレ
ーニングだけで全て解消させると言うこ
とは少し消極的な方法です。

　今から20年ほど前になるでしょうか。
音源制作に日夜、休みなくコンピュータ
に向かって作業をしていました。その頃、
肩コリを通り越して激痛が出るようにな
りました。
　ある時期、気づいてみるとその痛みを
全く感じなくなっていました。
　「有り難い」と作業を進め、２年ほどか
かって“ハイパーリスナー”の音源の一つ
のコースを完成させました。
　その数年後、このビジネスに入り、再び
コンピュータと格闘することになったの
ですが、10年ほど前の事、朝起きると二
日酔いのような酷い頭痛に毎日襲われる
ようになりました。
　この頭痛は山に行ったとき、あるいは
枕が合わない時などに時々起こっていた
のですが、この時ばかりは我慢できず、マ
ッサージに駆け込みました。しかし次第
に通院回数も増えてしまいました。
　１年後、マッサージでの肩コリ解消法
は消極的だと感じ、スポーツクラブに通
うことにしましたが、超運動不足の体に
は軽い運動でも筋肉痛と頭痛が交代で来
るという始末。
　それでも次第に頭痛の回数も減ったこ
とで、スポーツクラブではチャレンジを
せずに、体を解すという目的に切り替え
て軽めの運動にしました。その後、徐々に

頭痛も解消していきました。
　そんな生活を長くしていた私ですの
で、既に可聴音域もどんどん狭まり、これ
以上落とすと仕事に差し障るという所ま
で来てしまっていました。

　ところが、春になると録音旅行のため
にスポーツクラブに通えなくなります。
最初はマッサージ機を持ち歩きました
が、その後、スポーツクラブでのストレッ
チから離れて、より効果的と思う方法を
いろいろ考えて、それを実行するように
しました。

　多くの会員の皆様から難聴の相談をよ
く受けます。お聞きすると多くの方は、姿
勢が悪かったり、コンピュータに張り付
いていたり、一定の姿勢で作業をしてい
るなどで、首、肩のコリもある、と言う事
を聞きます。また耳鳴りを伴っているこ
とも多くあります。これらは人ごとでは
なく、全く自分に当てはまった事でもあ
りました。
　そこで今回、私が実践している解消方
法を皆様にお伝えしようと思います。
　会員の皆様の中には、先の私のように
麻痺して痛みを感じなくなっている方、
またこれからの予備軍も相当数おられる
でしょう。
　40才を過ぎる頃から、体を動かす事も
極端に少なくなってくるものです。
　老化の大きな原因の一つに、この脳への
血流も大きく関係していると思われます。
　脳への血流は、前回の会報で、驚異的な
血流データを掲載したごとく、聴覚トレ
ーニングに勝るものはありませんが、常
日頃から血流を通しておく心がけが大切
です。
　また前回ご紹介したアレックス（P.6参
照）。
　今回再びご紹介するコウケントウ（P.7
参照）も健康維持には欠かせないたいへ
ん優れた製品ですが、日頃の適度な運動
もやはり欠かすことはできません。聴覚
トレーニングを始め、これらの製品を利
用する際は是非下記のご紹介する方法を
日課として頂きたいと思います。

＝＝ 注意事項 ＝＝
⑴決して無理に行わないでください。

⑵痛みがある時には軽い運動にとどめる
か、痛みの少ない方だけ行います。

 普段使ってない筋肉を使いますので、
少し痛気持ちいい所で止めてくださ
い。無理をすると筋、筋肉を痛めます。

⑶チャレンジする気持ちは捨てて、軽い
感じで左右回数を行ってください。

⑷お風呂上がり等、体が暖まっている時
に行うのが効果的です。

⑸行い易い側と行い難い側があった場合
は、行い易い（楽な）側から行ってくだ
さい。

⑹慣れたら動作と呼吸とを一致させて動
かしてください。

⑺体が緩んでいく心地よさを味わいなが
ら行ってください。

　早い方では数日で効果が出せると思い
ます。また長年運動不足の方では下記の
運動の際、引っかかる所があるかもしれ
ません。１ヶ月くらいかけて徐々にほぐ
すようにしてください。
　全部合わせても５分くらいで終わりま
す。私はお風呂の中でやることが日課に
なっていますが、１日２回くらいやると
より効果的です。

　立って行っている写真、座って行って
いる写真、椅子に座っている写真等、それ
ぞれを掲載しましたが、特に意味はなく、
どのような場所でも可能であることを示
したつもりです。

　肩、首のコリは当然その部分ですが、体
全体繋がっているようです。下半身の運
動を加える事によって効果が増します。

①まず体を
緩めましょ
う。
　腰回しの
運動です。
　右回し、左
回し、ゆっく
りと５〜10
回程度行っ
てください。

②痛くない程度に前へ10秒曲げ、体を起
こし、また10秒と、３〜４回繰り返して
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《ブレインシンフォニー》
　前号でご紹介した《ブレインシンフォ
ニー》はＣＤのみの７枚セットでしたが、
12月よりヘッドフォン付きのセットと
しての販売を開始しました。この《ブレイ
ンシンフォニー》は気分が沈んだ時や不
眠で悩まれている方、鬱（うつ）っぽい方、
さらに胎教にも最適です。

ください。

③軽く頭を手で押さえながら痛くない程
度に左右10秒くらいを何回か行う。

　以前NHKの「ためしてガッテン」で③
の運動を40秒。と紹介していましたが、
同じ姿勢を長く保つと、筋を痛めがちで
すので、10秒くらいにとどめ、繰り返し
てください。

④首を回す。
　右回し、左回し。ラジオ体操の首の運動
です。
　各５〜10回、１回転５秒くらいかけて
ゆっくり行う。
　筋が引っかかる場合は無理をしないこ
と。

⑦肩に負担をかける。
　腕、肘の角度でも違う効果になるので、
一番気持ちが良い体勢を探って下さい。
何種類か写真を掲載しましたが、どこで
も可能です。

　痛気持ち良い所で止める。左右各５秒
〜10秒行うと良い。

　肩に負担をかけたり背中に負担をかけ
たりするストレッチですが、手摺り、机、
壁、浴槽、いろいろな所で可能です。

　これまでの“ブレインスイッチＢＯＸ”
“ミラクルサウンドＢＯＸ” と、《ブレイ
ンシンフォニー》との一番大きな違いは、
※毎日聴いても飽きが来にくいと言う

点。
※トレーニング盤と瓜二つの原音ＣＤが

付いている点です。

　慣れたら軽く息をはきながら行ってみ
てください。

次号に続く・・・
　半年間のうちに上達しておいてくださ
い。

　この運動の掲載に当たって、伝聴研の
会員でもあり、私が尊敬する、整体道場

「気道」の長谷川淨潤先生、松岡正彦先生
に監修して頂きました。
　また次号から体調管理のための方法を
松岡先生に記事を書いて頂ける事になり
ました。

⑤首を左右に捻る。
　意外に首も回らないものです。痛くな
い程度、左右数回。

新　発　売
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　上体を捻る運動を行うと背中の筋肉を
痛めますので、まず紹介している運動に
慣れておいてください。次号で紹介いた
します。
⑥首を左右に曲げる。
　静かに無理なく行ってください。
右に回し、５秒程度止める。静かに戻し左
で５秒。５回くらい繰り返す。
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《アレックス》
　前回ご紹介して、たいへん好評を頂き
ました。今回特別価格で、今一度扱う事が
できました。
　耳鳴りや聴こえなどに問題のある方。
疲れ目その他。
　関節に問題が
ある方。
　プラズマ放電
で 電 気 刺 激 を
し、細胞を活性
化。様々な分野
に 利 用 可 能 で
す。
　詳しくは会報17号をご覧ください。
　目的に応じて機械を調節してくれま

　またトレーニングとしての効果音の制
作の違いも、できるだけ原音を壊さない
ようにと、これまでの方法とひと味違っ
た工夫をこらしています。
鬱・胎教の他　
・ちょっとした休憩時間に。
・少し気分が落ち込んだ時に。
・気分転換に
・仮眠時に
・勿論、今まで同じように脳力開発にも

　トレーニングＣＤはブレインスイッチ
ＢＯＸ40と同じ40分盤で、20分区切り
になっています。
　本来は６枚セットですが、《郷愁》とい
う昔懐かしい曲を網羅し、自然音と競演
させた音楽ＣＤを１枚付録させていま
す。
ヘッドフォン付きセット
会員価格　標準ヘッドフォン63,080円
　　《ウルトラ》ヘッドフォン94,050円
トレーニング盤のみ。

会員価格　46,550円

【巷の話】
　ちまたではモーツァルトを聴けば〜、
ということが流布されて久しくなります
ので、未だ信じている人も多くいます。
　だいぶ前の話ですが、モーツァルトに
代わって、これから流行りそうなもの、と
考えていると、「夢があって音の出るも
の、ありそうだと思わせるも…？」。
　「オルゴールかも知れない」と思ってい
ました。
　20年くらい前、オルゴールの技術者が
療法という事を言い始めました。
　また、数年前、クリスタルボールが流行
った時にも音に関連した様々なものが売
られていました。
　美人のお腹に乗せてゴーンと叩く。多
くの人だかりにつられて高額なものが売
れていく。
　買って帰って家でそれを腹に乗せ、頭
に乗せ、ゴーン、ゴーンと叩いている様子
を想像すると虚しくなってきます。
　一見「ありそう」「あって欲しい」という
人の夢を誘っています。

　私が25年の歳月を費やして音楽と言
語の関係性を解いた｢日本人はクラシッ

ク音楽をどう把握するか｣の出版記念パ
ーティーで、出版社の社長が挨拶で曰く、

「キリスト教と同じくセオリーを提唱す
る奴は直ぐには理解されない」「この傳田
も20年くらいすると世の常識になって
忘れ去られる」と…。
　「キリストと？？！」と思ったもので
す。
　しかし17年経った今も未だ理解され
る気配もありません。
　皆さんに使って頂いている聴覚システ
ムも、丁度そのようなもので、本は一万
部。この聴覚システム、英語用のマジッ
ク・リスニングは７万セット、能力開発製
品は約２万セットを使って頂いていま
す。
　最近、私も「夢を誘うようなものを開発
すれば良かったのか…」と、ふと思う時が
ありますが、こうして皆さんのお役に立
てていることを考えると、「これで良かっ
たのだ」、と自分に言い聞かせています。
　このシステムは脳力開発の他に障害を
持った方、ボケ、ウツなど、脳梗塞など家
庭崩壊に繋がりかねない方にも使って頂
き、喜ばれています。
　その他、これまで言ってきませんでし
たが、これを使った若いお母さんから「お
産がうそのように楽でした」という報告
も沢山頂いています。

【胎教について】
　モーツァルトの迷信については17号
の会報で書いてきました。
　「胎教にモーツァルトが良い」？
　「モーツァルトは高周波が」？？
　「モーツァルトは子供の脳力を伸ば
す」？
　全て論拠のない迷信で、商売や売名の
元に行われている行為だと言うことを書
きました。
　未だそれを信じている人が多いのには
閉口させられます。

　では音楽による胎教というのはないの
かと言う問題ですが、妊娠中の母親はと
ても心理的に不安定です。
　お母さんとお子さんの繋がりは精神的
にも無言の多くの影響があります。
　ましてお母さんの気分がお腹の子に影
響しないはずありません。

　つまりお母さんの精神状態が直ぐにお
腹の赤ちゃんに繋がるのです。
　夫婦喧嘩やイライラした時はお腹の子
供は動かないけど、一息ついてボーとし
ていると、お腹を蹴飛ばし始める。と良く
聞きます。
　そうなんです。母親の精神状態を良く
すること、安定させる事が最大の胎教な
のです。
　また母親の声は骨を伝って赤ちゃんに
大きく伝わります。
　このシステムを使ったお母さんの報告
で「“ミラクルサウンドＢＯＸ”を聞き出
すと五分もしないうちにお腹の子供が激
しく動くんです、喜んでいるんでしょう
ね」と。
　“ミラクルサウンドＢＯＸ”の音は子供
には殆ど音としては伝わらないでしょ
う。しかしこのＣＤを聴いた母親のリラ
ックスした精神状態は、ホルモンなどの
働きで直ぐさまお腹の赤ちゃんに伝わる
のではないかと思われます。
Ａ）「胎教はまず母親から」
 ジャスでもなんでも良いと思います。

好きな音楽を聴いてリラックスしまし
ょう。

Ｂ）お腹の赤ちゃんに是非子守歌を歌っ
てあげましょう。上手下手の問題では
ありません。

Ｃ）聴覚トレーニングＣＤ（何の種類でも
構いません）の誘導でリラックスさせ
ましょう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（７ページへ→）
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《障害者その他の事例》
　時々障害者の事例のデータがないかと
お問い合わせを頂きます。
　これまでトレーニングを受けられた方
の障害者の事例は、特に個人情報の観点
からお出しできないものが多く、苦渋を
かみしめています。
　そんな折、一つだけ症例を沢山掲載し
た本を出版した事
を思い出しました。
　七田眞先生と私
の共著、“耳からの
脳力革命” VOICE
出版1,785円があ
ります。
　七田先生と私が交互に出てきて読みに
くいのですが、私の部分を通してお読み
頂くとスッキリと読み進められます。

《でんでん米のふるさと》
　昨年、徳島の講演のおり、「是非次回は
淡路島へ」、と誘われていましたが、今年
５月、念願叶って講演の翌日淡路島へ案
内をされました。
　でんでん米の製造会社の女性社長魚谷
さんが古代史に詳しく、島中を案内して
下さったのです。淡路島の津名一宮イン
ターを下りて伊弉諾（いざなぎ）神宮方面
に向かった途端、異常な気に包まれてい
るのに驚かされました。

《コウケントウ》
　コウケントウについては数年前に一度
ご紹介しました。
　戦後まもなく今の形の電気を使った製
品になったようで、50年以上の歴史を
持っています。私も既に30年くらいお世
話になっています。「体に光りを当てて体
を治す」、知らない人にとっては、何か伝
聴研のシステムのように怪しく感じられ
るかも知れません。
　そのせいか、この会社も一切宣伝をし
ていません。
　愛用者の絶大な信用で成り立っている
ようです。私は２台、そして親戚中が持っ
ています。
　アーク放電で炭素棒をスパークさせ
て、その光を説明書（本）に従って当てて
いきます。指示に従って数種類のカーボ
ンをセットして光りを当てますが、効果
が出ない時はただ暖かいだけ。効果を感
じる時には皮膚がジンジンしてとても気
持ちがいいのですが、この感覚を掴むの
が治療の大きなコツです。
　弱点は器具が大きいこと、セットする
までが面倒な事です。
　是非使って欲しいと思う人には勧めま
すが、勧め方が伝聴研の製品と同じよう
に、とても難しいのです。「だったら医者
いらないじゃないかよ」と言われるのが
落ちです。しかし使って欲しいと思う人
には今では勧めるコツも掴んでいます。

　一家に１台は持って欲しいと思い、こ
の30年の間に数十人に紹介をしてきま
した。
　そんなことからか、昨年、この財団の方
が感謝状を携え、伝聴研に来て下さいま
した。
　今回もこの製品の単なるご紹介ですの
で、勿論皆様が直接申し込まれても構い
ませんが、そんな縁もある事から、伝聴研
に申し込んで頂ければ、自然音CDを１
枚プレゼントしたいと思っています。
　過去の記事でお買いになった方も、連
絡を下されば、プレゼント致します。

す。
409,500円（税込）→

㊕ 特別価格、286,000円（税込）

　器具も、消耗品もそれほど高くありま
せん。この30年間ほとんど値段が上がっ
ていません。
　あらゆる症状に信じられない効果を出
します。医療機器の認可を取っています。
　つい先日、上記のストレッチで痛めた
背中を何とかしようと、薬局に行きまし
た。「膏薬は痛みを取るだけで治療効果は
ありません」。と言われて、思い出したの
がこの機械。早速光線を当てて数日、きれ
いに痛みは消えてなくなりました。
　もちろん筋肉、内蔵から風邪、便秘、痔、
あらゆるものに使っています。

　この機械は数種類ありますが、この家
庭用タイプ（１号機）というのが使い易
く、価格も手ごろです。126,000円
　これに別売のキャスターを付けると便
利です。12,600円
　パンフレットご希望の方はお送りいた
します。

　 ま た 最 新 の 医
学的事例は前回、
前々回ご紹介した
葉 山 隆 一 先 生 の
“うつ・不安気分に
脳 内 ク リ ー ニ ン
グ”展望社1,500
円

　“脳から不安・うつ気分を消す”展望社
1,470円

音楽の不思議や迷
信を述べた私の本
“日本人の耳をひら
く”
祥伝社1,470円

　手に入り難ければ伝聴研にご注文くだ
さい。

（→６ページより）

　伊弉諾神宮から岩上神社、その他各地
を案内され、最後に、現存するユダヤ人の
唯一のお墓と言われる荒江温泉のホテル
横のお墓に詣でました。
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《でんでん米の姉妹品》
新商品〈朝カレー〉

　朝食べても胸
焼 け の し な い
スッキリ味のカ
レー。
　少量の牛筋が
入ったカレーと
玄米のセットで
す。
　100セットを
用意しました。

　１パック　780円

【でんでん米】
・おなじみのでんでん米。
・玄米と黒米のミックスの健康食です。
・そのままでも、電子レンジで温めても、

ゆでるとさらにおいしく頂けます。
・大豆の副食と味噌汁でほぼ完全食。
・玄米にしてはおいしい。
・先着200パック限定
　会員価格１パック　294円（税込み）
　10個以上は１パック　275円（税込
み）
　ここで紹介した食材は手軽で保存食に
もうってつけです。

【高性能ＣＤプレーヤー】
　前回紹介した「ＤＶＤ変換器」
　説明が誠に解り難く紹介してしまいま
した。
　もう一度、簡単に説明させて頂きます
が、下記を読んでもお分かりにならない
方は「超高性能ＣＤプレーヤー」とだけ、
理解してください。それが２万円弱で手
に入ります。

〈忍者食〉
　そのまま食べられ、長期保存が可能な
所からなのか？しゃれたネーミング。
　勿論電子レンジで暖めればさらにおい
しい。

１．玄米ピラフ
２．煎り大豆、古代米ごはん
３．ひじきごぼうごはん
　３種類。いずれもおいしく頂けます。
今回は初めての扱いですので、３種類を
１セットにして、合計100セットを用意
しました。

　１セット３種類　1,000円

　道中食堂が皆休業で、昼食も取れず、夕
闇迫る時刻に「味きっこう」の会社に行っ
て工場見学。そこで出された食事がここ
で紹介するカレーです。
　この地で作られた作物を、この会社で
開発した世界に誇る滅菌から袋詰までの
一環して行う製造マシーンも見学できま
した。
　それで「雑菌が混ざらずに長期保存が
利くのです」。と言うことです。

　淡路島全土が不思議な気に包まれてい
ること。不思議な不思議な旅であったこ
と。この一連の出来事は改めて紹介しよ
うと思います。

　現在のＣＤラジカセは低価格競争のた
めに聴覚トレーニングに適する音質の製
品が姿を消してしまいました。

　そこで考えたのが、ＤＶＤプレーヤー
ではヘッドフォンが使えません。ＤＶＤ
から信号だけを受けて、その信号を変換
する（装置）ヘッドフォンアンプを作ろう
と…。（デンダックと同じ原理です）

　下記のようにＤＶＤプレーヤーにこの
アンプを接続して使います。

　黄色の線をつなぐだけ。これでＤＶＤ
プレーヤーが世界最高音質のＣＤプレー
ヤーになります。
　ご自宅のＤＶＤプレーヤーでも（光端
子かデジタル端子どちも）使えますが、こ
のプレーヤーをトレーニングや音楽専用
に持ちたい方は伝聴研で5,000円前後で
斡旋しています。

　当初の計画より、これ以上の音質は望
めないというくらい内容を良くしました
ので市販価格も18,000円になってしま
いましたが、今回に限り、前回と同じ価格
でお分けいたします。今後は多少値上が
りする予定です。

〈DenAMP/HP〉（ヘッドフォンアンプ）
特売価格14,000円

接続ケーブルは別売600円

　聴覚トレーニングの効果を上げるには
上記ヘッドフォンアンプもしくは下記

《デンダック》どちらかを是非お使いくだ
さい。
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《デンダック》
　 毎 回 ご 紹 介
し て い る コ ン
ピュータから再
生させるための
必須アイテム。
　使われた皆さ
んは音の良さに感激されています。

　一般価格12,600円→通常の会員価格
11,970円ですが、
キャンペーン特別価格10,500円

（お求めの方全員にUSBアダプターをプ
レゼント）

《オーディオステレオアンプ》
　素敵な音を幼児教育や老人ホーム、リ
ラクゼーションルームで。また寝室で聴
けたらという長年の夢が叶いました。
　聴覚トレーニングもできます。
　この可愛さで、驚くべき音が…。

《４チャンネルアンプ》
　上記ステレオアンプを２セット組み込
んで４チャンネルアンプにしてみました。
　12面体の特徴である立体音響がさら
に立体的に。その効果に驚ろかされます。

12面体スピーカー＆
    ステレオ アンプセット

税込み205,800円
（スピーカーの色は赤か黒）

12面体スピーカー＆
４チャンネルアンプセット

（スピーカー２個付属の価格/スピーカー
の色は赤か黒）

（通常筐体）244,500円
（４チャンネルにするにはスピーカーは
合計４個必要です。別売スピーカー、２個
１セット126,000円）

別売スピーカースタンド。
（つり下げ型のスタンドを付属させてい
ますが音質の関係上）下記のどちらかを
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

推奨、健康関係
うがい水《ヒスクリーナー》

　つい先日、いつも買
って下っている会員様
から「今回のヒスクリ
ーナーは嫌な臭いがす
る」と問い合わせがあ
りました。
　１本開けてみるとた
しかに薬臭がしまし
た。
　返品をして頂こうと
思いましたが、その前
に開発者の葉山先生に電話をしてみる
と、「ああ、今回は原液で出したんだよ」

「通常の５〜６倍濃縮なんだ」。「臭いが気
になれば蒸留水で５倍くらい薄めて使え
ば同じだよ」と。
　通常うがいには数滴垂らすけど…。す
ると一滴で十分ということか…。
　これは買い得。
　今回のものも原液との事です。

　うがいだけではなく「殺菌しなければ」
と思ったら使ってください。とても便利
で安全な殺菌剤です。

《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、とお伝えしました
が、なんと12,000円で売っているとこ
ろがあると聞きました。「！？」）　
　一般市販は伝聴研だけが扱っています。

　柔らかい石鹸ですので、手で頭から全
身を洗う事をお薦めします。
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。

「知って欲しい」《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。
　２本目からは10,000円
　通常は体重の2000分の１を目安に飲
みます。（例：体重60Kg→30cc）
　人間に必要な百数十種類のミネラル成
分がバランス良く入っています。
　成人病の心配から解放されます。

　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。
　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。
・風邪予防の他、殺菌効果の使い方を研

究してみてください。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

通常筐体サンプル（お届け品はアルミ色に
なります）

(a)　　　 　(b)
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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
なってしまいました」。というご質問をよ
く受けます。
　どうぞ遠慮なくお送りください。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。

《ウルトラ》にバージョンアップ
　ハイスペックヘッドフォンに『バー
ジョンアップ』しませんか。
　お手持ちの標準ヘッドフォンをさらに
超高級な音質に変える事ができます。ト
レーニング効果もさらに高まります。

会員会報・第18号・2012.12月 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

レンズクリーナーについて
　時々お知らせしています。ＣＤプレー
ヤーから音が出なくなったり、音が飛
んだりという現象の90％はＣＤプレー
ヤーの汚れです。例え買って半年でも起
こる場合があります。
　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。安
物はレンズを傷めます。
　湿式　1,890円（しっかり落としは湿式）

・・・・・・・・プレゼント・・・・・・・・
※ご注文下さった方に入浴剤のアクアの

サンプルを先着100名にプレゼント
※３万円以上お買い頂いた方先着10名

様にＯＡ機器・什器のパワフルクリー
ナーをプレゼント。

　前号でわかさ出版「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、体験版が付録さ
れている事をお伝えしました。
　この発売日を間違えました。７月２日
でしたので、もう書店にはなかったので
はないかと思います。すみませんでした。
この企画に期待していましたが、とんで
もない説明と、極めて音質の悪いＣＤに
なっていました。
　私の方では最高の音質に仕上げて納入
したのですが、どのようにしたらこのよ
うな粗悪なＣＤになるのか首を捻るばか
りでした。
　間違ってお伝えして正解でした。

《編集後記》
　前回アンプ、先のヘッドフォンア
ンプを注文頂いた方には長い間お待
たせして申し訳ありませんでした。
　今年２月に発注していたのに、皆
様全員にお届けできたのが、なんと
10月に入ってからという超スロー
ペース。
　開発者は素晴らしい脳力を持って
いますし、人格者なのですが、遅れて
いることを気にするでもなく「ああ、
今週末に持っていきます」。「すみま
せん部品が入らなかったので…」
　こういった事の連続でした。
　注文して頂いた方には本当に申し
訳ないと思いながら「まるで蕎麦屋
の出前の返答だ」、と私はイライラす
るばかり。
　しかしいつも良いものを作ってく
れるので我慢我慢、と待つこと数ヶ
月。素晴らしい内容の製品を作って
くれたので、これで「良し」としよう
かと胸をなで下ろしています。
　それにしても伝聴研のお客様は我
慢強い。脱帽です。
　今後は多少の在庫を持つようにい
たします。
　来年もよろしくお願いいたしま
す。

ＣＤプレーヤーの必需品

・・・・・正月休みのお知らせ・・・・・
　平成24年12月28日㈮〜平成25年１
月３日㈭

　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。
　体調の良い時は渋く
酸っぱいが、体調不良
の時は甘くおいしく感
じます。
　冷蔵庫で長期保存できます。

《入浴剤スーパーミネラル》
「アクア」700ml　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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　50万円出してもこの音質は手に入ら
ないでしょう。
　『バージョンアップ』料　36,000円

・・・・・・・営業日、時間・・・・・・・
　定休日　　土日、祝祭日
　営業時間　10時〜18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階で開
催。予約が必要です。

毎月第３日曜日
　　１月20日　//　２月17日
　　３月17日　//　４月21日
　　５月19日　//　６月16日
　ご友人をお誘いください。
※「でんでん米」等の食品は新鮮なもの

をお届けしたいために、今後会報の時
期だけの取り扱いにさせて頂きます。

※その他の商品は平時取り扱っています。
※注文額、１万円未満は送料500円が

必要です。


