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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 19 号 2013年夏号

※特売品は2013年６月１日～2013年７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。

録音日記

※この会報は最終のお買い物（伝聴研へ
のご連絡）から約５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。

　肩首のコリ解消法
　ヘッドフォンについて
　伝聴研のCD製作法
　英語用システムについて

　７〜８年くらい前の出来事です。今で
こそ２日や３日出かけても仕事が山積み
になることはなくなりましたが、以前は
たった３日空けただけでその後３ヶ月も
寝る暇のなくなるという、今では懐かし
い思い出でもあります。
そんな中で少しの時間を見つけては録音
を始めたのですから、さらに過酷な事で
した。
　それに加えて時間と費用の節約で、ほ
とんど車中泊でした。
　山積みの作業をこなし、慌ただしく夜
中の２時くらいに会社を出発。行き先は
山梨県中部か北部、または富士山麓です。
録音となると夜明け前、４時15分くらい
までに録音機のセットを完了しなければ
なりません。
　危険は承知で高速道路、人の少ない山
里、山道を猛スピードで走り抜けて行き
ます。まあよく無事で済んだと思わざる
を得ません。

　ある時から、富士山麓にある広大な別
荘地に目をつけ盛んに録音をしていま
したが、別荘地はどうしても人の気配や
下界の車の雑音が気になります。その後、

富士山中腹に素晴らしい紅葉樹林帯を見
つけ、足繁く通うようになりました。この
林は樹齢200年前後と推定できる老木も
多く、高さ30メートルにも及ぶ樹林帯で
す。地上は背丈より高いクマザサの中を
懐中電灯でかき分けながら入って行きま
す。何回通っても背筋が寒くなる思いを
します。おまけに熊注意の看板も…、録音
中の機材を舐められたこともあります。
　録音機は勘一つで仕掛けます。勿論、良
い録音は天任せであるため、使える録音
は10回に１回程度です。その日もポイン
トを狙って山麓の林道を走らせていたと
ころ、いつも鳥など全く居ない所で数羽
の違った種類が美しい声で鳴いていまし
た。思わず車を止めて聴いていました。こ
こは別荘地に近く、車の騒音も若干入る
所です。
　録音機を仕掛ける時間も、撤収にも時
間がかかるために、ここに仕掛けたら目
標のポイントには間に合いません。とは
言ってもポイントに行っても録れるとは
限りません。さんざん迷ったあげく、録音
機を仕掛けることにしました。

　車の中にケーブルを引き込み、モニ
ターしてみると心地よい鳥の声が…。
　疲れと安心感で、うとうとしながらモ
ニターをしていると、遠くでヒー、ヒーと
何かのノイズが聞こえる。「やっぱり車が
来たか」「早く通り過ぎてくれないか」と
思ってもなかなか近づかない。20分く
らい経ったであろうか…。なんとその雑
音は聴いたこともない鳥だと判明。ここ
に来てくれないかと願いながら待ってい
ると、とうとう頭上に来てしばらく鳴い
て遠ざかって行った。
　疲れ切った体で２時間の録音を終えて
意気揚々と帰路についた。
　この時の録音が１トラックシリーズ音
の風景①の「鳥のオーディション」。

（このポイントの録音はある山の風景④
「富士の鳥」）
　翌週再び同じ場所に行った。何と今度
は３種類の違った鳥が、それぞれの木で
鳴いている。これは前回より良いかもと
録音をして喜び勇んで帰社した。
　早速、調べて見ると何も録音されてい
ない。テープを間違えたかと、探し回っ
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特集1
【肩、首のコリ解消法No.2】

　首、肩こりが慢性化してくると脳への
血流が悪くなり、聴力、視力、の衰えの自
覚が出てきます。
　脳の血行は健康の基。聴覚トレーニン
グで血行を良くしても日頃の生活習慣を
健康的に取り戻す事はたいへんです。特
に年齢が高くなるに連れ、体を動かす事
も少なくなってきます。
　無理をしないように自宅でのストレッ
チ運動を日課にしましょう。

　今回は体の捻りを入れる運動をご紹介
いたします。前号に加えてみましょう。
そして今後ご紹介する運動と共に、５つ
６つ選んで毎日実行してみましょう。

運動のポイント
　①息を吐きながら行うと効果的
　②行い易い側から運動

た。それでは車の中に落としたか、と調べ
ても何もない。１週間ほど探し回りまし
たが、ない。モニターできていたのにおか
しいと、機械を調べたら、ある接続方法だ
とヘッドフォンから音は出るが、録音さ
れてないと判り愕然とした。
　その数日後、どっと疲れが出て、目ま
いで倒れてしまった。過労から来たメニ
エールになってしまった。
　このメニエールの件は会報８号あたり
に書いたのではないかと思いますが、会
員さんの多くから感謝の声が届いている
のを思い出し、それなら自分もと、トレー
ニングを開始した。
　「天国の音だ。誰が作ったんだ。」と感激
しながら１枚のCDを聴き終わってウト
ウト状態から目が覚めた。
　天井を見ると、グルグル回っていた天
井がピタっと止まっている。この時とば
かりに帰宅して３時間立て続けに聴い
た。

　その後数回倒れているが、全て解決
している。「こんなものを作った奴はス
ゲー」とその度に褒めてやった。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　さて14号あたりで彩雲の写真を掲載
したのを覚えておいででしょうか。もし
かしたら地震雲！ ?
　その後も、この富士山の録音は続けて
いますが、ある会員さんが電話で、「富士
山麓に別荘を持っているけど、朝うるさ
いくらいに鳥が鳴いていたけど数年くら
い前から全く居なくなってしまった」と
嘆いていました。僕は「そんなことはない
でしょう」と広大な別荘地を気にするよ
うになりましたが、確かに沢山居たはず
の鳥が緑豊かな別荘地から殆ど姿を消し
ていました。
　別荘地より町中に近い所には居る。ポ
イントにも居る。この長さ４〜５キロも
ある広大な別荘地にはどこを探しても居
なくなってしまっていました。
　不思議に思っていました。

　３年前の早春、いつものポイントに
行ってみると鳥が極端に少ない。時期が
早いのかと２週間後に行ってもいない。
その後何回行っても鳥は３分の１以下に

なっていました。とうとうこの場所の録
音は諦めてしまいました。
　一昨年の春、再び訪れても居ない。
　偵察に走り回ってみると富士山ではこ
れまで聴いたことのない「アオジ」という
鳥が数羽、針葉樹林で綺麗な声で鳴いて
いました。勿論録音したのは言うまでも
ありませんが、いったいどうなっている
のか？ 
　昨年は少し戻って来てはいたが、種類
も少なく、まだ録音には適しません。
　昨年の１月富士山麓、富士吉田で群発
地震。河口湖と山中湖の間が危ないとの
情報もあります。例の別荘地の近くでも
ある。地元の人に聞くと「ああ地震が起こ
ると直ぐ表に出て富士山を見上げるよ」
と。
　富士山麓の観光産業の方達は踏んだり
蹴ったりでしょう。
　しかし私はめげずにまた今年も富士山
麓に出かけています。
　多少は逃げる道を頭に置いてはいます
が…。
　早く治まってくれることを祈ります。

❶前号⑥で行った運動。
　首を左右に曲げる
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。

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る。

これに上体もつけてみましょう。
ａ）運転の時の車をバックする時、後ろを

振り返るごとくです。
 上体を捻る運動は背中の筋肉を痛めま

すので、ゆっくり慎重に行って決して
無理をしないでください。（私も痛めま
した）

ｂ）同時に上体から曲げて首も曲げるの
も良い。

❷同じく左右に10秒を数回行ってくだ
さい。

　下の写真のように２つの運動を組み合
わせると、良い場合と効果が落ちる場合

がある。

❸痛くない程
度 に 左 右10
秒、数回行う。
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肩こり体操「肩上げストン」
ポイント1：動作の区切りで一回止めて
下さい。
ポイント2：特に、脱力した後の弛む心地
良さを味わって下さい。
※呼吸は、意識しなくても結構です。

①両肩を真上にあげ
ます。
　この姿勢から写真
のように様に、肩の
高さを変えない様に
して両肩を前に動か
し、少しこらえてか

ら脱力します。
 

②同じように真上に
あげた姿勢から、肩
の高さを変えない様
にして両肩を後ろに
動かし、少しこらえ
てから脱力します。

③両肩を同時に真上にあげ更に少し強調
してから脱力します。

　脱力した時は、心地良く弛む感じを味
わってください。

　皆様始めまして、私は、NPO法人氣道
協会でスタッフをしております松岡と申
します。
　傳田先生には、聴覚訓練で大変お世話
になっております。
　普段は、横浜の伊勢佐木町で整体を始
め、様々な健康法の指導をさせて頂いて
おります。
　世の中には様々な健康法があります
が、どのような健康法を行うかよりも「感
じること」つまり、感受性を高める事が何
よりも重要だと実感いたします。
　それには、傳田先生のご指導の元、聴覚
から入る事も大変有効だとは思います。
　しかし、実際には日常での目や肩、首な
どの極度な緊張により、本来の力を発揮
する事が出来ない方が多く見受けられま
す。
　そこで、これらの所を緩める事により、
効果的に訓練に望む事が出来ると思い、
私が普段、多くの方にお伝えしている簡
単な肩こりへのアプローチをご紹介いた
します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊❹同じく痛くない程度に左右10秒、数回
行う。

❺ 写 真 の よ う
に 肘 を 反 対 の
手 で 押 さ え て
後 ろ に そ ら し
ます。

　慣れたら、上
体 を 曲 げ る 運
動 を 同 時 に し
て み る の も よ
い。

⑨背中を回す。要注意
　膝に手を置いて一回転５つ数えるくら
いにゆっくりと痛くない程度に回しま
す。
　右回転、左回転、各５回程度行います。

今月から専門家の松岡正彦先生に
コラムを担当して頂きます。
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《NPO法人氣道協会》
〒231-0045

横浜市中区伊勢佐木町5-127
電話：045-261-3300

ホームページ：http://npo-kido.com/
（氣道で検索するとトップに出てきます）
　毎号氣道協会代表　長谷川淨潤氏に運
動の校正を頂いています。

特集２

特集３

《ヘッドフォンについて》
　オーディオブームのあったその昔は常
識になっていたことですが現在では知る
人も少なくなった大事な注意点です。

　●ヘッドフォンのコードを接続した
り抜いたりする時、必ず音量を最
小にします。

　接続部を触るとノイズが出ます。ス
ピーカーユニット部に瞬間的に大電流が
流れ、ピストン運動している磁石が飛び
出してしまいます。
　たいして使ってないのに壊れてしまっ
たという苦情が時々ありますが、こうし
た使い方の場合に起こります。
　通常の音楽の場合は大音量でもこうし
たことは起こりません。
　修理不能になりますので注意してくだ
さい。

　●抜き差しの時は必ずジャックを
持ってください。（コードを引っ張
ると断線します）

《ピンクノイズの使い方》
　使い方はガイダンスに書いてあります
が、もう一度簡単に説明いたします。
　ヘッドフォンが新品の場合には振動に
馴染んでいません。そこで100％の性能
を手短に発揮させるためのピンクノイズ
という、とても合理的な雑音を付録させ

《伝聴研のCD製作法》
　会報17号でお伝えした伝聴研システ
ムの科学的効果とは裏腹の事をお伝えい
たします。
　勿論お伝えした事は現代科学ではまだ
まだその姿さえ捉えられない微細な科学
があります。
　会員の皆様はそのことは良くご存じの
通りです。
　「人間は科学では生きていない」
科学は世の中を便利にはしてきましたけ
ど、人間味を失わせて来た。両方の意味合
いがあるでしょう。科学一辺倒は今回の
原発であらわになりました。
　また迷信の類を信じ過ぎる事は、真実
を見誤る事もあります。
　今回は伝聴研でのCDの作り方の一つ
をご紹介いたします。
　オーディオでは電源が音質の命と言わ
れています。
　如何にノイズの少ない、安定した電気
を得る事ができるか、そのことがオー
ディオの質に繋がっていますので、開発
者の頭を悩ませる大きな一つになってい
ます。オーディオは如何にも科学のよう
な気がいたしますが、実は人間の耳が判
断しますので、科学ではどうにも割り切
れない事だらけのようです。

ています。（これは買うと三千円くらいし
ます）新品の場合は中くらいの音量で約
１時間前後鳴らし放しにします。
　一度行ったら後は半年か１年に１回程
度、３分程度流す程度で十分です。
　ご自宅のステレオ、カーステレオにも
３分程度使ってみてください。見違える
ような音になります。

　これまでもCD制作には皆様には言え
ないチチンプイプイの技術を２つほど施
し、CDを制作してお届けしていました。
“波動”系の技術です。
　勿論この技術は私独自のものです。
　４年ほど前に神戸で講演をした際に私
に届けたいものがあるからと、面識のな
い方からの連絡が入りました。
　講演の当日はその荷物だけ代理の方が
持ってきて下さり、「是非電源にお使い下
さい」と、簡単な説明書と共に重いものを
持って来て下さいました。むき出しで見
ると大型のダイナマイト二本そのもの。
おまけに赤いケーブルは導火線の如く。

　これを持ち帰り、コンピュータをこの
電源に接続して仮にCD-Rで焼いて音を
聴いてみたところ、確実に素晴らしい、繊
細な音になっているではないですか。
驚いて焼いたCDを先方にお送りして聴
いてもらいました。
　この電源は「オーロラ」と言いますが、
その後、これより大型のものを持って来
てくださり、更に２台直列に。
　さらにその後、また最新版の電源と、今
では合計３台のオーロラを直列に使って
います。
　この音質の素直さとクリアーさは比類
がありません。
　この中身は定かではありませんが、聞
いた所によると、何かの宝石が沢山入っ
ていると言うことです。
　この小型のオーロラを１台使ってCD
の原盤を焼いている所を知っています
が、それだけで６万円との事です。
　それでは私のこのシステムでは幾らに
なるのでしょうか。
　小型のものを入れると合計４台です。
　この開発者は京都の櫻井喜美夫氏、シ
リウスの啓示を受けて開発したとの事で
す。
　12面体スピーカーの電源に使ってい
る方もいます。
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【ヘッドフォンアンプ】が
新しくなりました。

　前回紹介した「DVDの音声変換器」
（DVDにこのアンプを接続してCDを聴
きます。世界最高の音質です。）
　プラスティックで製作した初期ロット
が終了になり、少し高くなりましたが、上
の写真のようにアルミボディーになりま
した。

《自然音CD２種》
　前回の18号の会報に自然音CDのパン
フレットを入れさせて頂きました。
　当分新しい自然音CDは作らないだろ
うという事で印刷しました。
　しかし舌の根も乾かないうちに新た
なCD２種類の製作を始めてしまいまし
た。

〜音の風景⑪〜［１トラック］
“草原の早春”

（ヒバリとアカゲラと子鹿）
　17号で紹介した３種類の虫の音のCD
の録音地。

　性能は同じです。
　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。

【 新 製 品 】 紹 介

　DVDプレーヤーは（光端子かデジタル
端子どちらも可能）5,000円前後で斡旋
しています。
　買って頂いた方からは驚異の音質と喜
んで頂いています。

〈DenAMP/HP〉（ヘッドフォンアンプ）
19,800円⇨会員価格18,800円

ヘッドフォンアンプ＋《デンダック》
　ここまで高性能、小型化したのだった
ら、「USBオーディオを付けたら」という
考えのもとにこのアンプに《デンダック》
を加えました。
　つまりDVDに接続もできるし、コンピ
ュータのUSBに接続しても最高の音質
を楽しめるという事です。
　コンピュータとDVDプレーヤーを全
く別の所で使用したいと言う方は前者
の標準ヘッドフォンアンプと《デンダッ
ク》。
　共用したいと言う方はこのUSB付き
のヘッドフォンアンプがお勧めです。
　このUSBの性能は《デンダック》より
さらにアップしています。

USB付きヘッドフォンアンプ
29,800円⇨会員特価23,800円

接続ケーブルは別売500円

㊤USB付きアンプ/㊦標準アンプ

（新型）アルミボディー

（旧型）プラスティックボディー

　鳥の時期も終わろうとする５月に偶然
にこの地を見つけ感動させられました。

　それは広大な草原で車も雑音も殆どな
い、こんな所が日本にまだあったのかと
いう感激でした。
　５月の連休を避け、夜明けを目指して
この草原に来ましたが、天気に恵まれず
今にも雨が降り出しそうな草原は一面の
霧につつまれていました。外気はとても
寒く、こんな悪天候に鳥などは鳴くはず
もなく、大草原の中央で、恨めしく白い世
界を眺めていました。
　時々、鳥らしい声は聞こえるが、あまり
聴いた事がないさえずりらしい声で、聴
こえては消え。このまま手ぶらも悔しい
し、マイクロフォンを立ててみようとい
う気になりました。
　しかしマイクロフォンは湿気に弱い
し、まして雨がきたら大変です。
　とは言ってもこの場所に１時間以上番
人をしている訳にもいきません。
　勇気を持って録音を開始してその場所
を離れ、２時間ほどで戻りました。幸い雨
がかかったようすもなく、機材が無事な
事を確かめて帰路に就きました。
　今まで初回の地での録音は、様子も分
からない事から良い録音が録れるという
ことはまずありません。まして悪い条件
だったので、録音を確かめないままにな
っていました。
　しかし次回の録音の準備のために、そ
の時の録音を削除する前に、一応、ざっと
聴いてみました。
　その中に思わず耳を疑いたくなるよう
な音が入っていたのです。
　それはこの霧の中の、聞き慣れない鳥
の声の主はなんと、ヒバリであることが
わかりました。
　録音が進むに連れ、天高く上がるヒバ
リの声がうるさいほど録音されていまし
た。時間経過と共にその声もサカリにな



6 （９ページへ→）

りウグイス、ホオジロ、キジ、微かにカエ
ルの声も入ります。
　後半近くにはマイクロフォン近くで生
まれたてと思われる子鹿が盛んに鳴いて
います。
　突然、カタカタカタとアカゲラが木を
叩く音が大音量で入ります。
　「こんな草原に木などない」と不思議に
思っていたら、30メートルほど先に小
さな小屋があったのを思い出しました。
その軒先の板を叩いていたのです。
　録音終了間近にはまるで電話のベルの
ような音が数回聞こえます。
　「え、何で電話が…」と思ったくらいで、
笑えました。

　その後この地に行きましたが、遠くの
沢の音が入り、録音不能な場所だったの
です。何故こんなに良い録音が録れたの
か。考えたら、霧が雑音を吸収してくれた
事がわかりました。
　全く期待しなかった録音がとても貴重
なものになりました。

〜ある山里の風景⑧〜
《夏の思い出》

（花火と水琴窟/虫の音）

　１・鍾乳洞の水琴窟
　２・裏磐梯の散策路
　３・夕方の草原
　４・諏訪湖の花火・
　　　　オープニングとフィナーレ
　５・盛夏の草原の夜

　５つの録音を集約しました。今回は多
彩ですので気分転換のための音楽は入っ
ていません。

トラック１《鍾乳洞の水琴窟》
　もう５〜６年も前の事ですが、水琴窟

の音を録りたいといろいろ探していまし
た。
　福知山のお寺で庭のある水琴窟の音は
既にCDにしました（《山里の風景②》）。
もう少し水琴窟らしい音を探していた
所、日原の鍾乳洞の中に水琴窟があるこ
とを突き止め、通う事になりました。
　閉館後に入場を頼み込んだり、人が来
ない朝８時の開館時、蛍光灯が放電する
ノイズが入ってしまうので、鍾乳洞内部
の電気を全部消してもらって録音、と苦
労しました。結局良い音がする録音は蛍
光灯の雑音が若干ある初回のものでし
た。
　鍾乳洞内部は表層近くのために地表に
降る雨の量に左右されるようで、多いと
月並みな音になってしまいます。少ない
時の方が様々な音になるようです。
トラック２《裏磐梯の散策路》
　裏磐梯の友人のペンションに通い始め
て早７年くらいになるでしょうか。裏磐
梯は風致地区になっている事もあり、こ
の30年、殆ど観光地化されないで静かな
環境を保っています。数ある録音の中で
編集を忘れていた一つ、高原の爽やかさ
を満喫できるでしょう。
トラック３《夕方の草原》
　盛夏の高原の夕方。まだ日も長く、ニイ
ニイゼミ、ツクツクボウシはまだ鳴ける
とばかり、夕日を受けながら頑張ってい
ます。ヒグラシとツクツクボウシが交代
で鳴くというのも味わい深いものです。
このどこにでもいる蝉でも良い録音とな
ると結構大変です。
　前の号で「危うくマムシに」と書いたそ
の時の録音です。
トラック４《花火》
　花火の記事を書きましたが、この諏訪
湖の花火の録音を試みること二十数年。
最近絶好の場所を見つけ、花火らしい録
音が可能になりました。次第に贅沢にな
り、虫の音と一緒に録音できないかと思
うようになりました。皆様には大音響の
花火の合間に虫の音が聞こえるでしょう
か。
　夕立（豪雨）の中、機材を持って急斜面
の山を滑り落ちながらの引き上げは大苦
戦でした。
　諏訪湖は、湖面に反射する音、四方の山
に反響する音が圧巻です。

　そのような音が再生できれば嬉しいで
す。
　また皆様のスピーカーを守るためにこ
の花火の音は小さくしてあります。
トラック５《盛夏の草原の夜》
　花火も終わり、静けさが戻った静かな
草むらの虫の晩夏です。

　今回ご紹介したこの２枚はとても多彩
です。・・・・・
　車の渋滞時、これらの自然音を流すと
とても救われます。

今回ご紹介の
 “草原の早春”“夏の思い出”

２枚セット特別価格7,000円

《その他の自然音CD類》
１枚3,800円、会員価格3,610円

キャンペーン特価　３枚セット10,500円
５枚以上は１枚　3,400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。

《伝聴研オリジナル》
通常取り扱い製品

【分杭峠巡りに行ってきました】
　会報18号で《パワーサウンドの音》
　１．〈分杭峠の気音〉
　２．〈葦原神社と大池の気音〉
　このCD２枚をご紹介した際に分杭峠
巡りを募集いたしました。
　多くの方の応募を頂きましたが、日程
の都合がつかない方が多く、少人数で
行ってきました。
　昨年感じたように、やはり気を感じる
場所は少し移動しているようです。

　お配りした地図にも掲載しなかった所
もご案内できました。皆さんは大鹿村の
ポイントの ‘気’ がどれほどのものか判っ
て頂けたようです。案内をする私として
も安心しました。

　〈パワーサウンドの音〉〈パワースポッ
トの音〉は、初期ロットで廃盤にしよう
と考えていましたが、共に大変好評を頂
き増産となりました。
　普通の自然音CDより価格は高いです



会報19号価格表
注文受付期間：2013年６月15日～ 2013年８月20日まで

※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）

ページ 商　品　名 会員価格 数量 計

５
アルミボディー、ヘッドフォンアンプ《DenAMP／ HP》 ￥18,800
アルミボディー、《デンダック》付き、ヘッドフォンアンプ《DenDAC+AMP／HP》 ￥23,800
接続ケーブル	 	 	 ￥500

６

草原の早春／夏の思い出　２枚セット	 	 	 	 ￥7,000	
自然音CD　
※「ＣＤ番号」又は「タイトル」を備考欄にお書き下さい。お任せは「お任せ」とお
書きください。

１枚3,610円　　３枚10,500円　　５枚以上は１枚3,400円

⇨￥

9

自然音ＣＤ　パワースポットの音第２弾　	↓○をする	 	
パワースポットの音（Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ）　	分杭パワーサウンド	（Ⅰ	Ⅱ）　	

１枚6,100円　　２枚以上は１枚5,800円　　５枚セット28,000円
⇨￥

（BOXセット）	ブレインシンフォニー　CD《郷愁》付き　標準ヘッドホン付き ¥63,080
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　（※ヘッドホン無し） ￥46,550
12面体スピーカー／アンプセット　○をする→（スピーカーの色  赤 ・ 白 ・ 黒 ） ¥205,800

10

12面体スピーカー／４チャンネルアンプセット　○をする→ （ 赤 ・ 白 ・ 黒 ） ¥244,500
別売スピーカー	1セット　○をする→ （スピーカーの色　 赤 ・ 白 ・ 黒 ） ¥126,000
別売スピーカースタンド/a)三脚型２本	 	 	 ¥11,000
USBオーディオ　デンダック（USBアダプタープレゼント）	 ¥10,500
ナノダイヤ＋精製水　セット ¥3,600
ナノダイヤ　ペースト（電気用） ¥6,650

11

ナノダイヤ製品個々⇨ ⇨￥
不思議な石鹸　	○をする↓		 	 	 	 	 	
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）	／ 30個以上（１個￥1,400）
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）	 	
朝カレー　１パック（780円）　　　２個パック（1,400円） ⇨￥
忍者食　3種類１セット ¥1,000
でんでん米　１パック294円　　10パック以上ご注文の単価275円 ⇨￥
コウケントー　資料 ／

12 スカベンジャーS（ヒスクリーナー） ￥5,035
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

※ヘッドフォンの修理をご希望される方は伝聴研まで直接ご連絡ください
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　音楽家、教育者であった頃、日
本人のする音楽に疑問を持って研
究を続けた結果、日本人に聴こえ
ない音がある事を発見しました。
　その後、紆余曲折を経て、脳に
刻まれた日本語を聞き取る為の聴
覚を初期化することに成功し、そ
の方法の特許を取得し、現在に至
ります。
　当初は音楽関係者の役にたてよ
うと心を燃やしていましたが、音
楽関係者、教育者の多くは保守的
な人が多く、使ってもらうことは
容易ではないと思い、日本人が苦
手意識を持っている英語用に転用
する研究にとりかかりました。
　「音楽のセンスは言語にある」
という理論をベースに、それを証
明する如く、１〜２年の内に初期
的な英語用システムが開発できま
した。
　当時、音楽家、研究者であった
私がビジネスする事はできず、紹
介者もいて、まず利用している英
語関係の学校を100校前後回りま
した。しかし興味は示すものの、
結果的には保守的な厚い壁に阻ま
れ続けました。
　また、ベンチャービジネスの
フェアに幾度となく出展。
　そこでは驚異的な反響があり、
多くの会社から引き合いがありま
したが、しかし交渉のしかたも分
からず、全て失敗に終わってしま
いました。
　結果的に数年後に巡り会った会
社から「10日間で英語耳」《マ
ジック･リスニング》というネーミ
ングで英語用聴覚システムを発売
することになりました。
　ところが発売になった途端、豹
変して自社で開発したかの如くに

振る舞われてしまい、結果的に伝
聴研の名前を知る人は少なく、何
のために出したか判らない状況に
なってしまいました。
　この「マジック･リスニング」
は約４年間で７万セット近くを販
売、楽天人気NO.1商品を二年連続
して取得したほどの人気を博しま
した。
　数年後、この会社と契約を解消
することができて、英語用ではマ
ジック･リスニングをさらに発展さ
せた
　・リスニングDr.（ドクター）
　　音楽、パフォーマンス用
　・みゅ〜ずＢＯＸ’。
　　能力開発製品
　・ビューティーリスニング
　・ミラクルサウンドBOX
　・ブレインスイッチBOX
などを開発してきました。

　マジック･リスニングのキャッ
チフレーズ「英語耳」という言葉
はその後、どの教材でも使われ、
また「日本人に聴こえない音があ
る」という私の理論も断りなく使
われ、本家本元が全く影に隠れて
しまいました。
　現在でも聴覚開発の専用の教材

は伝聴研のシステム以外には存在
していません。英語も音楽も、宣
伝文句のオーバーな表現でなく、
実際に「10日間で開発」できるど
ころか、１〜２日の聴力でよけれ
ば、30分もあれば聴覚開発できる
のです。
　しかし、世の中では「そんなう
まい話はない」と思われているの
でしょう。
　また、「苦労して初めて身につ
くものだ」という概念があるのか
もしれません。
　試験前に15分〜20分トレーニン
グしただけで、成績は飛躍的に伸
びるのです。定着させるのに10日
間が必要だったのです。
　「良い物は広がるものだよ」
「良い物は口伝えで広がるよ」な
どとは良く言われます。
　「良い物ほど広がらないんだよ
な」、世間を良く知った方はそう
も言います。
　その通りで、人の想像力や一般
的な概念、常識を超えてしまった
ものは残念ながら広がることは期
待できないと言うことを痛切に感
じますが、実は世の中にはそうし
たものも少なからずあるのです。
　世に広がるものは常識内、人の
想像できる世界の中のものだけと
いうことになります。
　革新的な技術や方法は全く受け
入れられる事はこの日本の中では
たいへん難しく、その技術を真似
た亜流製品は良く売れるようで
す。
　宣伝もキャッチコピーも上手だ
からでしょう。
　そして世の中はそうした二番
手、三番手に手を出してしまうよ
うですね。

【英語用システムについて】
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が、録音も
素 晴 ら し
く、伝聴研
の定番の商
品として扱
うことにい
た し ま し
た。
　今回も特売をしたいと思います。最終
の特売です。勿論地図付きです。

会員価格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

《ブレインシンフォニー》
　既にご紹介済みの《ブレインシンフォ
ニー》はまだ外販はしていません。
　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。

　これまでの製品との一番大きな違いは
※トレーニング盤と瓜二つの原音CDが

付いている点です。
※毎日聴いても飽きが来にくいと言う

点。
　・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
　・そして脳力開発にも

　昔懐かしい曲を網羅した音楽ＣＤ《郷
愁》を1枚付録させています。
標準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
CD盤７枚セット。（ヘッドフォンなし）

会員価格46,550円

《オーディオステレオアンプセット》
　これまで大勢の方に買って頂きまし
た。
　「こんな凄いステレオがあったのか、
もう離せません」という声が沢山届いて
います。
　それもそのはず、15年くらい前に初
めてこのスピーカーに巡り会った時の私
の感想そのものです。
　しかし当時は専用アンプもなく、ス
ピーカーだけでも120万円、中型スピー
カーで40万円もしました。
　このスピーカーの鳴り方を私好みに調
整、セッティングしたのがご紹介してい
るスピーカーとアンプセットです。
　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…。

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、白、黒）

《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
みスピーカー２セット、合計４つを鳴ら
すようにしました。
　12面体の特徴である立体音響がさら
に立体的に。その効果に驚かされます。

通常筐体サンプル（お届け品はアルミ色に
なります）

（→６ページより）

-----＊＊＊＊＊＊-----
　伝聴研の英語用の聴覚トレーニ
ングは英語を使っていますが、基
本的には何語にも応用させる事が
できます。
　それはシステム元々が母国言語
用に出来上がった聴覚を初期化す
ることだからです。
　おかしな話ですが、当然英語用
のシステムでも他の言語にも役に
たちます。
　多言語に活用したければ、能
力開発製品ブレインスイッチ
BOX’、ミラクルサウンドBOX’
等を使って頂ければ良いだけの話
なのです。つまり★ドイツ語、★
フランス語、★イタリア語、★韓
国語、★中国語（★台湾語）、★
ロシア語にも、そして★日本語の
勉強をされている方にも、全ての
言語の聴覚が開発できるのです。
　アラビア語の被験者だけはまだ
いませんが、当然可能でしょう。
このように万能で、速効、なので
す。
　但し、単語力やその方の言語の
能力などにより、その開発程度
（自覚は）は当然異なってきま
す。初心者がいきなり話せるよう
になることはありません。
　今まで努力、苦労をしている方
ほど、感激することになります。

　目白外国語学部英米語学科の眞
田亮子教授の授業では、10年前か
ら授業に取り入れて頂き、大きな
成果を上げています。
　また、何回にも渡って評価テス
トや、学会へも発表して頂いてい
ます。
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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、白、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）下記を使ってくださ
い。
　三脚型軽量スタンド２本

11,000円

《デンダック》
　コンピュー
タ で 聴 覚 ト
レーニングCD
を再生させる
時の必需品。
　勿論一般の
音楽も超高音
質で楽しめます。「何と素晴らしい音…
もう手離せない」

　 一 般 価 格12,600円 → 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）

《社外品　推奨新製品》
【Diafinguard】
ダイヤフィンガード

　これは凄い！
　２年ほど前までナノカーボンを紹介し
ていました。この製品が終了になって、
換わりのものを探していましたら、さら
に素晴らしい製品に出会う事ができまし
たので関連商品２種類を自信持ってご紹
介いたします。
　以前のナノカーボンの特徴は15ナノ
という微粒子（１メートルの100万分の
15）という微細な粒子で当時としての
一般品の最高ランクの微粒子でした。

《不思議な石鹸》
　すっかり定着した石鹸。加齢臭も取
れ、肌に刺激が少ないです。
　頭は馴れないと痒みが出ますが、頭、

　その頃にはさらに細かいフラーレンと
いう微粒子が存在していましたが、たい
へん高価であったために化粧品に使われ
ていたくらいでした。
　今から数年前
に新潟大学の研
究者が世界で初
め て 量 産 に 成
功。
　炭素は微粒子
化すると様々な
特徴を帯びる事
が知られていま
すが、このフラーレンは３ナノという世
界最小の微粒子です。
　先のナノカーボンは金平糖のような形
をしていますが、このフラーレンはほぼ
球体との事です。
　この製品は下記のような驚くべき使い
方で抜群な効果を発揮します。

その１（ナノダイヤ＋精製水）
・❶スマホ❷メガネは直ぐに曇ってし

まいますし、スマホは指で触るため
に汚れがいっぱいです。

・❸テレビ、❹車のウィンドウ❺鏡
　これらのガラスや表示盤には何でも利
用できます。
《使い方》
　脂分を（洗剤等で）取ってから吹きか
けて軽くふきとっていただければOKで
す。水溶性ですので、水で簡単に落ちま
す。ピカピカになって汚れを寄せ付けに
くくなります。
　乱視用の私の眼鏡はタバコと汗で気づ
くとゴミと油膜で、いつも視界の邪魔を
していました。毎日のように拭くのです
が、綺麗に取るのはたいへんです。また
傷や傷に入った汚れは簡単には落ちませ
ん。また百均で買った老眼鏡はさらに曇
ります。
　これに使った所、皮膜ができるためか
この２週間汚れが付きませんし、簡単に
落とせます。
　車のワイパーのゴム部にも使えるので
はないでしょうか。
　首を捻りたくなるほどの効果です。

　ペットの臭い・汚れにも効果がありま
す。細胞毒性は皆無です。

　１回のスプレーで約３兆のナノダイヤ
モンドを噴出。
　是非補充液とのセットでお求めくださ
い。

セット価格3,675円　3,600円

その２（ナノダイヤペーストタイプ）
　《接点改質材》ナノカーボンはサメの
油で溶いていた関係上、滑りは良いので
すが、使う場所の条件が悪いとホコリが
たかりやすく、時間が経つと却って導通
を悪くするなどの欠点がありました。
　上記と使い方は同じで、濃厚なペース
ト状の製品ですが、今回のものはべとつ
きがありません。
　・携帯電話などの充電の接点
　・コンセント
　・オーディオ・ビデオ製品の各接点
　・コンピュータの接点
　・ヘッドフォンのジャック
　電源部に使うと伝導性がよくなり、音
響製品に使うと驚くほど音が変わりま
す。
　先の製品が一吹きで３兆なら、これは
微細に塗っただけで数京個以上でしょ
う。

　小量ですが、
飽きるほど使え
ます。
　６年くらい前
なら、この量で

も数十万円はした事でしょう。
会員の皆様の必需品です。

会員価格　6,650円

【通常取り扱い製品】
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顔、全てこれ１つで全身を洗えます。柔
らかいので手で洗うことをお勧めしま
す。

　部屋の四
隅に１つず
つ置いてお
くと部屋の
浄化作用も

あると提言する不思議な人が作った不思
議な石鹸。
（ エ ス テ で は 3 倍 く ら い 、 中 に は
12,000円で販売しているという）
　一般市販は伝聴研だけが扱っていま
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。

「知っておいて欲しい」
《超ミネラル水》「岩の力」2リットル
　２年くらい前、使った会員様からシミ
が取れたとの報告がありました。
　20年以上前から私のおへその横に灰
色の形が崩れかかったほくろのようなも
のがあって、２週間ほど前に「もしかす
ると」と数回塗りました。なんと消えか
かっています。会報をお届けする頃には
消えて無くなっているでしょう。
　毎回ご紹介している「岩の力」。
　通常価格10,500円
　１本目のみお披露目価格9,000円。
２本目からは会員価格10,000円
　高ければ勧めませんが、これまでの経
験から言える事は「本物は安い」と言う
ことです。
　成人病の予防の強力
な味方。会員の皆様に
だけは是非知っておい
て欲しい製品です。詳
しくはお尋ね下さい。

　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。美味しい時は
２倍くらい飲んでくだ
さい。

　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

　「岩の力」と同じミネラル成分の入浴
剤ですが、飲めません。
　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。素晴
らしいデトックス効果。私はもったいな
いので３分の１ずつ使っています。
6,300円を１本目のみ5,000円。
２本目からは通常価格6,000円。

《でんでん米の姉妹品》
〈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。

　１パック　780円
２個パック　1,400円

〈忍者食〉
　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。
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

【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、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。

会員価格１パック　294円
10個以上は１パック　275円

　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。

〈コウケントー〉
　60年以上の歴史を持つコウケントー
ですが、一切宣伝していません。
　伝聴研の製品と同じに使った方しかそ
の驚異的な性能を認識できないからで
す。
　場所をとりますが、一家に１台は持っ
て欲しい日本が世界に誇るべき治療器の
はずなのですが…。
　愛用者の絶大な信用で成り立っていま
す。
　器具もそれほど高額ではなく、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。

　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12,600円を
付けると便利です。
　パンフレットご希望の方はお送りいた
します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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《編集後記》
　半年に一度の会報ですが、次回こ
そ早くしようと思いながら毎回の如
く追いかけられてしまいます。
　丁度この会報を書いている最中、
お世話になっている起業家の方に

「自然音日記」よろしく、それらの
苦労話をしたところ、是非その苦労
を体験したい。連れて行ってくれと
の事。
　今年は裏磐梯に行きますけど、と
言いましたが、お二人とも寒いのは
ダメ。「是非南の島へ」と言うこと
で梅雨明けを狙って急遽、石垣島へ
行くことになりました。
　この会報を皆様がお読みになるそ
の頃は、石垣島から西表島あたりに
いるのではないかと思います。
　また珍道中がお伝えできるのでは
ないかと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【お詫び３点】
【スカベンジャーＳ】

　前回のご注文に、す
ぐに品切れを起こし、
入荷不能に陥ってしま
いました。深くお詫び
いたします。ようやく
入荷いたしました。鳥
インフルエンザを大い
に心配し、こんな時に
とイライラさせられま
した。

※歯間ブラシにつけて磨くと歯周病予防
にも素晴らしい効果が出る事を発見し
ました。今回も５倍の原液。

会員価格　50cc入り5,035円

【《ウルトラ》ヘッドフォンについて】
　これまで多くの皆様にヘッドフォンの

《ウルトラ》化を勧めてきました。
　その性能はこの上ないものでしたが、
制作者が突然体を壊してしまい、現在製
作とバージョンアップができない状況に
陥っています。
　今その制作者に“ハイパーリスナー”で
トレーニングをして頂いていますので、
復帰も早いと思います。
　一応予約のみ受け付けていますが、納
期は未定です。
　修理はいつものようにお受けしていま
す。

【アレックス】
　多くの方から注文を頂きましたが、開
発者が突然他界してしまいました。１月

に注文を頂いた方にはお届けできません
でした。
　今後、修理だけは受け付けられるようで
すが、製造の目処がたってないようです。
　独自の製品だったので、受け継げる後
継者が居ないようです。誠に残念です。

　《ウルトラ》もさることながら、独自
の世界を持っている優れた商品ほど、展
開は難しいですね。一代で終了になって
しまいます。
　同じ憂き目に遭わないように注意しな
ければと心を新たにしています。

　２月26日インターネット動画、ニコ
ニコ生放送410ｃh　金太郎の｢キラキ
ラWkdk｣に出演しました。
　前回BSの収録の時もそうでしたが、
殆どと言ってよいくらい打ち合わせもな
く、いきなり本番。
　「テレビってそんなもんですよ」と。
そのプレッシャーがたいへんです。

《放出品》
マジック･リスニング用ヘッドフォン
　社内の在庫を調べていましたら、マ

夏期休業のお知らせ
平成25年８月14日㈬〜

平成25年８月18日㈰

営業日、時間
定 休 日　土日、祝祭日
営業時間　10時〜18時

ジック･リスニングのヘッドフォンが出
てきました。５〜６年前の製品です。
　このヘッドフォンはトレーニングには
使えません。一般の音楽を聴くためのもの
ですが、格安でお分けしたいと思います。
　当時１万円前後で市販されていたもの
で、外装の塗装がなくつや消しのカップ
で見た目はあまりよくありませんが、音
は高級品です。
　マジック･リスニングの文字が入って
います。
　５本限り　１本3,000円でお分けし
ます。備考欄にお書きください。（お申
し込み多数の場合は６月30日に抽選）

　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
　７月21日／８月４日／９月15日
　10月20日／ 11月17日／ 12月８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。

体験会のお知らせ


