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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 14 号 2010年冬号（2010年12月）
※特売は2010年12月1日～2011年１月31日まで。

※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。

【花火の録音】
「今年こそは最高の録音を」と意気込

んで出かける諏訪湖の花火。
始めて訪れた時から今年で約 30 年。

録音を試みてから 20 数年になります。
当時、諏訪湖の花火は今ほど有名ではな
かったですが、バブル崩壊前の花火は実
に豪華でした。

今では40万人を超えている観客数も、
その頃は当日早めに到着できれば、近く
の湖岸に席は十分取れました。

有料席なら打ち上げ台近くに録音機を
しかけることもできました。しかし何回
チャレンジしても思うような録音ができ
ず、いつしか夏だけではなく秋の花火に
も通うようになりました。それでも思う
ような録音ができないでいました。‘ミ
ラクルサウンド BOX’や‘ブレインスイッ
チＢＯＸ’ に入っている花火の音は中で
も何とかお聴かせできる、この諏訪湖の
花火の音です。

ここ数年はすっかり諦めていました
が、自分も見物しようとさえ思わなけれ
ば、木陰などでも録音できる場所もある

のではないかと思いなおして下調べをし
ていた所、諏訪の友人から、「立石公園
は距離的には近いので、録音できるので
はないか」という情報をもらい、その周
囲を散策。「もしかするとここは人が来
ないかも！」という場所を見つけた。

そこは諏訪湖が一望できる人っ子一人
居ない録音には最適地だ。下界には 40
万人以上がひしめいているとはとても思
えない孤独な世界の奇妙な感じを受けな
がら録音ができた去年だった。

そして今年も、もう一度！と早めに出
かけて周囲を探していたところ、さらに
湖に近く、丘に囲まれた絶好の録音適地
を見つけた。農家の人に聞いてみると、

「こんな所で見るヤツなんかいねえよ。」
と言うことだったので、さっそく録音機
をセットした。周囲は数百人でも見物で
きる広さの中で、また孤独の録音が始
まったが、そこは花火の音と同時に、虫
の音も収録できるという絶好の録音地で
あった。音の環境は言うまでもなく、こ
れ以上の適地はないという所だ。ここで
夏、秋の２回の花火の音を収録し、二十
数年ぶりの大成功・大満足の録音を済ま

せた。
その諏訪湖の夏花火の翌々日行われ

る、熊野市の花火大会に録音のため足を
のばした。爆発的な花火の音で有名だと
いうが、諏訪から熊野までは車で６〜７
時間の距離。

なんの情報もなく地図上で調べ、一路
目的地に…。待っていたのは…まさか！

�5 号に続く

《出版しました》
「脳から不安・うつ気分を消す」
葉山隆一著 展望社 1,470円（税込み）

内容紹介（展望社HPより抜粋）
音楽家の聴覚を訓練する目的として開
発された音楽ＣＤを聴くことで、聴覚の
向上以外にも様々な結果が得られること
に気付いた著者。二年間の実験を元にし
て様々な結果をまとめたのが本書です。
《本書は、精神的に落ち込んでいる人、
悩んでいる人、人生に絶望している人、
老いを実感している人などに、希望を与
えるような『訓練システム』が存在する
ことを知らせたいと考えて執筆した次第
です。》
訓練の結果、難聴を克服した、不安が
なくなった、うつ気分が無くなった、ス

（立石公園より諏訪湖の花火）
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トレスが減った等、多くの体験談を多数
紹介。
現在の「脳ブーム」に新しい可能性を
加える一冊。

代理店の（株）シグマの社長 桜井氏が、
聴覚トレーニングに関する本を出版して
下さいました。著者は眼科医であり、脳
の研究者である葉山隆一先生です。

また、著名なライター菅野氏が携わっ
て下さいまして、とても内容の濃い本に
なりました。著作に関わって下さった皆
様に感謝いたします。

これまで医学的データの取得に苦労を
強いられ、半ば諦めていた所でしたが、
葉山隆一先生が、臨床医の立場から伝聴
研のシステムを使って様々な角度から科
学的実験によって効果を検証してくださ
いました。今も検証を続けて下さってい
ます。

伝聴研会員の皆様が人に聴覚トレーニ
ングをお勧めいただく時に、どうしても
まやかしに見られてうまく伝わらないと
おっしゃる方、またどのような効果が期
待できるのか、と言うことを知りたい方
には打って付けの内容です。

これらのデータは「まさかこんなこと
が…」と思われる方も。また「当然だ、
まだほんの一部だよ」とおっしゃる方も
おられるでしょう。

単なる読み物ではなく、かなり突っ込
んだ内容になっていますので、長く読ま
れる本になると感じています。

すでに書店に配本されています。
手に入りにくい場合は伝聴研でもご購

入いただけますので、お申し込みくださ
い。

【学習障害・自閉症・ボケ等、脳の誤作動】
一部の会員様に今回これらの記事を書

きますとお答えしていました。薬事法の
関係でなかなか書くことは慎重にならざ
るを得ませんので、今は上記の「脳から
不安・うつ気分を消す（展望社）」。もし

くは七田先生との共著「耳からの脳力革
命（ヴォイス出版）」をお読み頂きたい
と思います。
私たち動物はそれぞれの個体差はある

ものの、なんの意識もなく体全てを自動
コントロールされて生きています。意識
に出すことは一億分の一とか二とか言わ
れています。
その他は全て脳から出す指令によって

体が自動的に働き続けている訳です。
もしこの自動コントロールがたった一

つでも狂ったらどうでしょう。一つの働
きが悪かったらどうでしょう。それがそ
の人の体の個性や個体差になるのでしょ
うが、その機能が脳の不都合に出たらど
うなるでしょうか。
この超精密機械がよくぞ 70年も 80

年もコントロールし続ける、その事の素
晴らしさに感慨深いものがあります。
これらの自動コントロールの配線が少

しさび付いても満足に働かないことにな
りますが、脳に刺激を与え活性化させる
事ができる。自分の力で活性化させる事
ができたらどうでしょうか。
現在脳ブームですが、人間の未知なる

脳力、また解明されてない動物としての
脳力。
システムの使用者からの多くの報告

は、人間の不可思議な脳力はまだまだ沢
山秘めていることを、証明しています。
伝聴研の聴覚システムは少なくとも脳

全体を活性化させる能力を持っているこ
とには違いありません。

【㈱和漢生薬研究所から
‘ストレス・フリー’ を発売】

春に紹介を受けてある会に参加しまし
た。その会の主導的な先生が私の理論と
システムに興味を持って、私のセットを
買って下さいました。

その一週間後「私がウツのために開発
した健康のための食品と組み合わせたい
ので CD を一枚至急開発してくれない
か」と言うなり「一ヶ月以内に作ってく
れ」と、お話を頂きました。「一ヶ月は
とても無理です」とお答えしたのです

が、やるだけやってみますと約束をしま
した。普通は一枚のトレーニングCDは、
早くて半年くらいかかりますので、この
一ヶ月がどれほど過酷な仕事か。

考えた結果、不眠の方用に製作した
60 分のトレーニング CD「スリープリ
スニング」をベースに、私自身も満足い
く出来映えのトレーニング CD になりま
した。（40 分シリーズの No.�0《ふる
さと》として販売します）

「スリープリスニング」と使っている
曲は重複していますが、加工方法や自然
音を一新。

今までのトレーニング効果を良くご存
じの方からも「凄い」と評価して頂いて
います。

このトレーニングセットは ‘ストレス・
フリー’ というネーミングで ‘先方の健
康のための食品と組み合わせで、主に薬
局から発売されるのではないかと思いま
す。

‘ストレス・フリー’ に添付している
食品‘アンチストレス’をお分けできます。

不眠でお悩みの方、聴覚トレーニング
と共にお試し下さい。
‘アンチストレス’30粒  3,150円 (特価)

トレーニングCD40分シリーズ
《ふるさと》レベル3、として同時発売

皆様にはこの ‘ストレス・フリー’ に
添付されているトレーニング CD を伝聴
研バージョンとして「ふるさと」という
タイトルで発売致します。虫の音、海の
音を組み合わせてあります。

「スリープリスニング」をお持ちの方
でも十分効果を上げて頂けるはずです。
定価11,000円　会員価格9,900円
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㈱ヴォイスから
『ブレイン・フォース』を発売
不眠の方にも素晴らしい効果
‘ストレス・フリー’ が一段落して、

虫の音の録音に精出していた頃、またも
新規の開発の要請が（株）ヴォイスから
ありました。この商品は既に10月より
販売されておりますので、ご存じの方も
多いと思います。

今年８月半ばの打ち合わせの時に
「ヴォイスのオリジナルとして、まった
く新しいコンセプトで９月末までに 40
分 CD を３枚お願いします」と…。

前回同様、トレーニング版１枚を作る
だけで早くて半年くらいかかるのに今度
は３枚も。

「絶対に無理だ」とお断りしたにも関
わらず、「やるだけやってみてください」。

「・・・・！」。
以来９月末の締め切りを目指し、全て

の仕事を断って、この作業に没頭する態
勢をとりました。

「やるだけは」と言ったものの、新し
いコンセプト、これが難問。

頭には何もない状況から、これまであ
まり使ってないバロックを…。そしてラ
ベル、ドビュッシーを…、という事だけ
は思いつきましたが、これらは敬遠して
いただけに選曲に一苦労。

バロック音楽は名曲の宝庫、結局バッ
ハに焦点を絞って選曲を始めた。しかし
バッハのマタイ受難曲をメインに据えて
しまったため、名曲過ぎて加工する罪悪
感にかられ、何も手に付かない状況が続
き、仕方なく今度はラベルとドビュッ
シーの曲探しを先行しました。

ようやく CD 一枚分の曲が見つかる
が、これまた加工するのに罪悪感にから
れると同時に、私の好む曲は微妙な音楽
が多く、どう扱ってよいのか、これまた
手が着かない状況が続く。

悩んでは試作、試作しては悩み、さら
に曲を入れ替えしているうちに「これ
は！」という方法に辿り着いた。

今までとは全く逆の手法で、その方法
はこれまでの数倍手がかかる作業だが、
少し違った効果が出せることが判明。

やるだけやってみるかと深夜の作業
を続けるうちに朝 7 時に寝て夕方出勤、
夜昼を逆転させて没頭しました。

最後は二日間の徹夜で四日遅れの �0
月４日に、新しいコンセプトのトレーニ
ング CD を作り上げることができまし
た。

出来映えは言うまでもなく、音楽旋律
の美しさはそのまま残し、私が当初予想
した以上の素晴らしい内容になりまし
た。

今㈱ヴォイスで販売されており、また
「インナーヴォイス」という雑誌にも度々
掲載されていますが、伝聴研会員の皆様
は聴覚トレーニングの経験者ですので、
『ブレイン・フォース』に、もう一工夫
を凝らして伝聴研バージョンとして提供
しようと、現在改良を加えている最中で
す。

タイトルは未定です。
確約はできませんが来春には完成させ

て６月の会報に掲載したいと思っていま
す。お急ぎの方は４月頃にお問い合せく
ださい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《 特 集 Ⅰ 》
【トレーニング効果を上げるためには…】

【オプショントレーニングCDのお薦め】
聴覚システムをご利用頂いている皆様

の多くはヘッドフォン付きの BOX 製品
をご購入いただいたまま、セットの内容
品だけをご利用頂いている方が多く、お
問い合わせ頂いて初めて追加 CD 類があ
ることに気づかれる方が多くいらっしゃ
います。

トレーニングには出
来るだけ多くの CD、
また既にご紹介してい
るトレーニングに関連
するオプション品（デ

ンダック、ヘッドフォンの UST 加工）
を使って頂いて、より良い音で楽しく聴
いて頂くことが効果を上げる秘訣でもあ
ります。

一生懸命にトレーニング CD を聴いて
いるつもりでも馬耳東風になっていませ
んか？

聴く時期、休む時期をはっきり分ける
ことが次の効果を生みます。

本来はこれらの製品を全部付けて販売
すれば良いのですが、価格の面で思うよ
うにいきません。

効果を上げて頂いた方にはそれらをお
薦めしても十分理解して頂けますが、初
めての方には勇気がいることです。

オプショントレーニング CD は現在添
付のトレーニング CD の他、上記でも紹
介している通り沢山開発しています。と
は言っても年間一枚の割合でしか製作で
きませんが…。

オプショントレーニング CD について
は、伝聴研 HP トップページ→製品紹介
→『聴覚トレーニング CD』をご覧にな
るか、直接お問い合わせください。

【自然音CD海No. ３〜No. ７】
自然音のお薦め

前回ご紹介した新製品自然音 CD シ
リーズの ‘ある海の風景’ No.3 〜 No.7、
好評につき今回もセット販売いたしま
す。

自然音 CD は毎回ご紹介しているよう
に過酷な作業によって録音を行っていま
す。

人間は自然の音と共に生きてきまし
た。そこには計り知れない重要な要素が
あるとの直感から、拘り抜いて録音をし
ています。

その効果はトレーニングをした方は、
耳が解放されているために余すことなく
自然の音を受け入れることができ、ト
レーニングと似た効果を得ることができ
ます。



4

特に海の音はわれわれの心拍数と同じ
�6 回の波が寄せては返ししています。
これを聴いているだけで心、体が癒され
ます。

トレーニングの合間に是非ご利用くだ
さい。

スピーカーで流して頂ければリラク
ゼーションになります。南の暖かい海の
営みです。

会員価格一枚　　　3,325円
３枚セット価格、 　9,900円
５枚セット価格、16,000円

（他の自然音 CD との組み合わせ、ある
いはお任せも歓迎）

《デンダック》特別販売
会社の昼休みなどにパソコンで使って

頂くために開発した USB オーディオで
す。コンピュータを使用しながらのト
レーニングは厳禁ですが、理想的な音質
でトレーニングができます。
　この音質を得るには、市販の�0万円相
当のCDデッキが必要になるでしょう。

トレーニング効果を上げて頂きたいと
思うことから、本来は BOX 製品に標準
にセットしたい所ですが、製品価格が高
くなるため現在はまだオプションにして
います。是非使って頂きたい製品です。

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
ンを繋ぐだけ。

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　

（１月末まで）

【布コードのヘッドフォン紹介】
もう少し丈夫なイヤーパッドがないか

と長年探していました。イヤーパッドも
音質に大きく左右するところからやむを
得ない状況ですが、ハイスペックヘッド
フォンはある程度音質調整が可能なこと

【接点改良材】
ヘッドフォンの
UST《ウルトラ》に
バージョンアップを
ためらわれている方
は、この二つのどち
らかをヘッドフォン
ジャックに塗布して
みてください。
音が一変します。

「PHONONN　LIQID」
フォノン・リキッド
会員価格（30 個限定） 4,655円

用途によってはこちらの方が便利だと
いう方のために以前紹介したナノカーボ
ン（ペースト状）の愛用
者のために今回も用意し
ました。

ナノカーボン（20 個限定）  1,260円

【ヘッドフォンから音が出ない・
雑音が混じる】

時々「CD から音が出ない」「音が飛
んでしまう」「ヘッドフォンが悪いので
はないか」というお問い合せを頂きま
す。ヘッドフォンの断線の場合もありま
すが、CD プレーヤーのレンズの汚れや、
CD の盤面自体が汚れていることも多い
です。

ヘッドフォンの故障であるのか、まず
はご自身でチェックして頂ける方法を以
下にご案内します。
《確認方法》
１．他のCDプレーヤーで再生してみる。
２．ヘッドフォンをテレビのヘッドフォ

ンジャックに繋いで音が出るか確
かめる。

　これで聞こえない場合はヘッドフォン
の故障が考えられ、聞こえたらプレー
ヤーの問題が考えられます。

またヘッドフォンからガリガリという雑
音が混じる場合、または抜き差しするとき
にバリバリと音がする場合はヘッドフォン
ジャックの接続部分の接触不良です。

から丈夫なイヤーパッドと高級な布コー
ドに取り替え、実験を重ねた結果それに
合う UST ヘッドフォンを作ることに成
功しました。

これまでの《ハイスペックヘッドフォ
ン》を一歩先行く音質ですが、肝心の
CD より価格が上がってしまいます。こ
こ一年間はお試し期間として希望の方に
は部品代のみ頂いた価格で提供してきま
したが、�2 月 � 日より、新たに《ハイ
スペック -Ⅱ》として登場します。

お手元のヘッドフォンのバージョンアップ
《ハイスペック》へバージョンアップ料金

25,000円（据え置き）
《ハイスペック-Ⅱ》へバージョンアップ料金

36,000円(新製品)
（一月末まで32,000円の特価で受付ます。）

別売.特性トレーニングヘッドフォン
〈セレクト〉

　別売ハイスペックヘッドフォンは〈セレク
ト〉された製品です。

《ハイスペック》(セレクト)
会員価格39,800円

《ハイスペック-Ⅱ》(セレクト)
会員価格49,800円

現在の《ハイスペックヘッドフォン》から
《ハイスペックヘッドフォン-Ⅱ》への

バージョンアップ
　（ビニールコードのハイスペックヘッド
フォンから布コード及びハードパッドへ）今
回のみ7,000円で1月末受付分までお受
けいたします。

（以降は受け付けられませんのでご注意を
お願いいたします）

（１万円以下は送料別）
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ヘッドフォンジャックを右に左に
キュッキュと回転させてみると、雑音が
する場合は接触不良。雑音がなくなるま
で左右に回してください。雑音がなく
なったら（上記の）接点改良材が有効で
す。

なお、CD の盤面が汚れている場合は
食器洗剤を指に付けて軽く擦って洗い流
してください。水分を軽く拭き取って、
乾かしてから使用してみてください。

CD プレーヤーは置いている場所にも
よりますが、早いと半年くらいで、レー
ザー光線を発射しているレンズが汚れて
きます。レンズが汚れているか否かは判
断できませんので半年に一回くらいレン
ズクリーナーを使用してください。CD
プレーヤーの必需品です。《CD レンズ
クリーナー》、手に入り難ければ伝聴研
にも用意してあります。
湿式（よく落ちます）　（税込み）1,890円
乾式（取り扱いが便利）（税込み）1,470円

ご自分で購入の場合は千円以上の製品
をお使い下さい。安物はＣＤプレーヤー
を壊します。　　　　　　　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《 特 集Ⅱ 》
【インフルエンザ対策】

前回 �3 号でインフルエンザ
予防のための「のど飴」と「う
がい水」を紹介しました。

勿論この二つは薬ではあり
ません。但し自然から抽出し
たもので、劇的な殺菌力を持っ
ています。

「うがい水」はうがい以外
にも歯周病（2 〜 3 滴でうがい）、湿疹（痒
みが消える）、水虫などにも利用してい
ただけるとの事ですが、喉にシュッシュ、
マスクにシュッシュ。また部屋の中にス
プレーするには少し量が必要ですが、マ
スクや口腔内であればこの 50cc は相当
使えます。

また飴は電車や職場の中で大活躍で
す。この空気イヤだなと思ったら舐める。
舐め終わっても、うがいや食べ物を取ら

なければ殺菌力は 2 時間くらい続くそ
うです。

・・・・・・
今年、口蹄疫で大騒ぎしました。この

口蹄疫の対策が云々とも騒がれました。
私が得た情報では、実はニュースに流

れた数ヶ月前には既に予想できていたと
の事です。

まだまだ発表されてない事も多くある
ようです。

昨年の新型イ
ンフルエンザで
大騒ぎして、既
に踊らされた多
くの人は今回新
型インフルエン
ザと聞いても、今年は「またか」、で多
分マスクもかけずに電車に乗り込み、普
通に生活することでしょう。テレビの情
報に振り回される悪しき日本人の姿で
す。

前回流行った新型インフルエンザもそ
うですが、来てみないと判らない状況も
あるようです。しかしその道の専門家や
知識人が恐れているのは、変異した強毒
性のウィルスがいつ発生してもおかしく
ない状況という危機感です。

新聞紙上で一年くらいまえから小出し
に出るようになりましたが、実は危機的
状況は変わらず、いつ起こってもまった
く不思議はないという所まで迫っている
という事を聞きます。

前回の新型インフルエンザでマスクが
手に入らなくなりました。

もし強毒性が日本に侵入した時には、
マスクどころではなくなってくるはずで
す。

紹介したこの二種類は既に増産に入っ
ているとの事ですが、流行った時にはこ
れらは私でも必要量は絶対に手に入りま
せん。

３年くらいは十分保存がきくとのこと
です。飴の場合は賞味期限より相当長い
期間の保存が可能だそうです。

この二つの製品は伝聴研の他で手に入
れる事は困難だと思います。

イザと言うときに備えておいたほう

が、とお薦めいたします。
前回のご紹介の時大量に買われた方も

います。
今回もある程度の量を用意しておきま

す。

うがい水【ヒスクリーナー】は上記で
紹介した「脳から不安・うつ気分を消す」
の著者が開発した製品です。

会員価格　50cc 入り 5,035円

【レイシセンダン葉のど飴】は‘ストレス・
フリー’ を開発した先生の製品です。ほ
ろ苦甘い癖になる美味しさです。
15粒入り4,725円（増量サービス）

＝＝引き続き扱っています＝＝
【でんでん米】

肩こり防止のため、
私が時々通っているス
ポーツクラブに、とて
も貫禄ある娘さんが大
汗をかきながら、熱心
にジョギングマシンに
乗っています。

この方に「でんでん米」を薦められた
らな、といつも思いながら横目で眺めて
いますが、一年経った今、３〜４キロは
痩せたかなと思えるくらいで、その重そ
うな体とヒップはまだまだ体重を半分に
して普通くらいでしょう。
紹介する機会を狙っていますが、気の
毒なくらいの体型に、必死にチャレンジ
しているのを見ると言い出せそうにもあ
りません。

そうそう、人の事を言っていられませ
ん。『ストレス・フリー』と『ブレイン・
フォース』の明け方までのストレスある
開発でコーヒーも飲み飽き、あめ玉を
しゃぶり、お菓子も食べと気づいたら折
角６キロ近く痩せた体重もまた３キロ増
えてしまいました。

私が食べなければいけませんね。今度
は 60 キロ台に挑戦します。

おみそ汁と一品くらいの大豆の煮物が
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あれば良し。勿論、このでんでん米にゴ
マを振り掛け、海苔で食べる。結構いけ
ます。これで完全食。でんでん米はお腹
が減っていれば何袋食べても影響ありま
せん。
会員価格一パック 294円（税込み）
１0個以上は一パック 275円（税込み）

【不思議な石鹸】

今では多くの方にご利用頂いています
が、こんな報告がありました。

家の主人の足が臭くてたまらなかった
んですが、いつの間にか臭わなくなった
んです。主人は水虫が酷いんですが、主
人自身も「最近臭わないな」と言ってい
ます。

また髪の毛が生えてきたという報告も
数件来ていますし、白髪が黒くなった。

地肌が見えていたのに黒々してきまし
た。

髪の毛のだけではなく、どうもそこか
しこの毛も立派になるようです。

そう言えば私の頭も肌が見えています
が、よくよく鏡を見るとなにやら産毛の
ようなものが出て来ています。

アトピーに最高、全身、頭まで洗えま
す。

エステでは 4,000 円以上で売ってい
る所もあります。

何個でもどうぞ。
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
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」2L

毎回ご紹介している「岩の力」、
通常価格 10,500円
一本目のみ 9,000円
「何で水が？」という

ことで、薬事法、その他
で目の付けられやすい製
品ですが、発売元でも精
力を上げて改善に取り組
んでいますし、素晴らし
い製品ですので広めるお
手伝いをしたいと思っています。

先日インターネットで安売りをしてい
る所があると聞きましたが、その製品で
はありません。

この製品も、「そんな訳が…」と思わ
れるようですが、たどり着いた方のみ幸
運を授かることができるでしょう。

【入浴剤スーパーミネラル
「アクア」】700ml

温泉に入っている以上
の効果を実感！。翌日お
湯がドロドロ、「ワー汚い、
これどこから出たの！」

私は一週間で肌が白く
なっているのにビックリ。

体が温まり過ぎて、今は規定量の四分の
一を時々使っています。

二本目あたりからは時々使う程度で十
分効果を実感できるようですので、思っ
たほど高くつきません。一本で２ヶ月く
らい持たせているのではないでしょう
か。
今回も前回同様、一般価格6,300円を

一本のみ　　　　　　5,000円。
二本目からは会員価格 6,000円。

『どんぐり向方（むかがた）学園』
どんぐり向方学園の園長、老化の研究

者。また世界で唯一のルイボスティーの
研究者でもある中野先生（「脳から不安・
うつ気分を消す」でも登場頂いていま
す。）が特別に輸入している

アフリカの
草「ルイボス
ティー」

最 高 級 品、
五つ星の最高
級「ノーティ
エ　ルイボス
ティー」です。

飲み方は簡単！ 
１パック（3.5 ｇ） を１〜２リットル

のお湯にひたし、�0 分間煮沸させます。
香り高いおいしさと色が出てきます。

ホットでもアイスでもおいしくいただけ
ます。特に焼酎割りは絶品です。

一箱 30 袋入り
3,000円→
会員価格2,500円　限定10箱限り

＝＝＝新製品情報＝＝＝

ブラジル産高級「蜂蜜」
　ブラジル政府認
定、最高級「プロポ
リス」をご紹介しよ
うと思いましたが、
輸入が間に合いませ
んでしたので、代わ

りにブラジル産高級「蜂蜜」をご紹介い
たします。
　この製品は日系ブラジル人が作ってい
るもので、�00%センダンの花から採取
された高級蜂蜜です。独特の味わいがあ
ります。ただ先の「のど飴」もセンダン
だから殺菌力が？ということはわかりま
せん。それは生えている地域が大きく関
係するのだそうで、効果よりも食品とし
てお召し上がりください。
　直輸入品ですので、ラベルがありま
せん。瓶詰めのままです。一般的には
5,000円以上で売っている所が多いとの
こと。

会員価格 税込み2,940円
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【海苔のご紹介】
私が小学校低学年だったか、もっと前

だったか、浅草のりと言うことと、凄く
安かったから…、７人の大家族のおかず
にと、母が行商からかなり大量に買った
ものでした。

いつか子供の頃食べた薫り高いあの海
苔が食べたい。と時々思い出していまし
たが、子供の鋭い味覚のせいだったの
か？…。その後巡り会うことはなく諦め
ていました。

近年、食の研究グループと知り合い、
伝聴研ファンになって下さった方のお一
人が海苔屋さんで、その事をお話した所、
見本を下さいました。

食 べ て み て
ビックリ、あの
子供の頃を彷彿
とする海苔では
ないですか、驚
いて何種類か注

文しました。何れも他では味わえない素
晴らしい味がありました。

いつか皆さんに紹介したいと思ってい
ましたが、一緒にお送りすると崩れてし
まいかねませんので、ご紹介のみとしま
す。

古来の製法にこだわって製造し、高級
海苔にも関わらず、一般に流通している
ものより価格が遙かに安い。是非下記ま
でご注文ください。

昔ながらのお歳暮、お中元、いろいろ
なお使い物にも喜ばれると思います。

各種のし、お歳暮短冊等　ご希望に応
じてギフト作り（箱代１００円）ができ
ます。
日本縦断海苔の旅（４種類の詰め合わせ）
１セット中１袋限定

１袋630円（税込み）
千葉県木更津産　全型�0枚入

１袋525円（税込み）
有明産半切り海苔　半切り20枚入

１袋525円（税込み）
　上記を組み合わせてセットにもできます。
　送料：本州・四国は一律 500 円（税
抜）、北海道・九州・沖縄は 800 円（税
抜） 代金引換は送料別途 300 円（税抜）

かかります。
株式会社守矢武夫商店 ご担当・福田さん
まで

電話 03-376�-7983
ＦＡＸ 03-376�-66�5

（注：伝聴研でこの商品は販売しておりません）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《 特 集 Ⅲ 》
【肩こり解消法】

「スリムXパンダー」

肩こりの慢性化は万病の元になります。
コンピュータの前に座りっきりの私は

20 年以上肩こり、首の凝りに悩まされ
ています。

これを放っておくと脳への血流が悪く
なり、目はショボショボ、メニエールに
発展する。また私の大切な聴力も下がる
一方になり、危機感を感じています。

スポーツクラブへ時々行きはじめた事は
前にお伝えしました。解消法もお伝えしま
したが、ここでまた安くて効果的だと体感
した方法とグッズをお知らせします。

今から４〜５
年前に伝聴研に
お出で頂き大変
お世話になった
方が、お年寄り
に行う東京都の
レインボー体操
のインストラク
ターをされてい
て、「スリム X
パンダー」という棒を持ってきてくださ
いました。全国ではタオルを持って運動
をさせるのですが、タオルでは得られな
い素晴らしいものがありますのでご紹介
いたします。但し非売品ですが、20 本
だけ特別にお分け頂けることになりまし
た。

「スリム X パンダー」　限定 20 本　
税込み 2,940円

別送、送料は 500 円になります。

【ツインボール】

これも 9 号 �0 号でお伝えして、
たくさんの注文を頂きました。もう
製造されていないようで残念です。
とても優れもの。私は手放せません。

首、肩のツボをボールで指圧する
ことができます。
ツインボール限定 9 本（価格：1,600円）

【ツイスター】
この所テレビ通販

で宣伝しているス
ポーツ器具で、確か

「オアシス」と言っ
たでしょうか、足の

下に置いて足を開いたり閉じたりの運動
器具。三ヶ月考えた末、一万数千円を投
じて買いました。これを使ってみると、
昔２〜３千円で買ったツイスト運動をさ
せる器具の方が手軽で効果が良いことが
わかりました。でもその器具は直ぐに壊
れてしまいましたが、このテレビ通販で
買った一万円を越える器具だったらアレ
の方が安くてよかったと思い出し、探し
てみました。盤の上に乗ってツイスト運
動。

「ツイスター」税込み　2,730円

ツイスターに乗りながら、「スリム X
パンダー」を同時にやる、ツインボール
をやる。

これら各々が手軽で安価で効果的です。
スポーツクラブでは全身のストレッ

チを行ってから各種の運動に入ります
が、ここで判った事は、人間の体は全身
繋がっているんだと感心させられた事で
す。

例えば肩こりだから肩の運動と肩首回
りだけの運動をやったのに比べて、全身
をストレッチした後にそれらの運動と足
腰をもついでに軽くトレーニングしたの
とでは、まったく効果が違います。そこ
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でここで紹介するようにこの三点を組み
合わせてやってみたところ、たいへん有
効で心地よく、長時間の解放に繋がりま
した。バカにできない手軽で格安の方法
です。但し入荷が難しい商品が多いです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【プレゼント】
《パソコン用と、据え置き型の

スピーカー》

６〜７年前にトレーニング用のスピー
カーを探し、いろいろなものを買いテス
トをしました。その時のパソコン用のス
ピーカーが出てきました。テストに使用
しただけですが、決して良い音ではなく
安物です。勿論トレーニングはできませ
ん。

もしパソコンの外部から少しでも音が
出せたら程度のものですが、３点ありま
す。ご希望の方にはプレゼントいたしま
す。送料の関係がありますので、１万円
以上のお買い物をして頂いた方に限らせ
て頂きます。注文の際、ご希望番号を書
いてください。（ご希望者が多数の場合
は抽選になります。締め切り�2月20日）

【マルンガイ】
今回は発売を見合わせ

前回フィリッピン原産の植物「マルン
ガイ」をご紹介しました。

しかし商品の納入や説明が不親切など
いろいろ問題が多く、何回も注文下さった
方はその様子をご存じですが、初回の方
には伝聴研が信用を失ってしまいます。

たいへん優れた商品には違いないので
すが、当面供給態勢がしっかりするまで、
取り扱いを見合わせたいと思います。

ご注文頂いた方にはたいへんご迷惑を
おかけいたしました。深くお詫びいたしま
す。

今までご利用頂いた方でご希望があれ
ば、受付たいと思います。

【彩雲が7月18日の体験会の日に】

毎月第三日曜日に体験会を伝聴研４階
のサロンで行っていますが、この日体験会
を始めようとした時、３階の窓から「綺麗
な雲が出ているよ」と、窓から覗いてみる
と何と話しには聞いていた「彩雲」、雲が
虹色に輝いているではないか。カメラを持っ
て慌てて４階に上がりました。体験会をお
待ちの皆さんには申し訳なかったのですが、
一生に一度見られるか否か、40 分も待っ
て頂き、彩雲に感動しながら写真を撮って
いました。

でも来られた皆さんも多分、この天体
ショウに少しは感動して頂いたのではな
いかと思います。

—年末年始、5月の連休のお知らせ—
平成22年�2月28日㈫

〜平成23年１月４日㈫
平成23年４月29日㈮〜5月8日㈰

—————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———
通常第三日曜日の午後１時より横浜市

菊名の伝聴研４階で行っています。
予約が必要です。
１月16日㈰　第3日曜日
２月20日㈰　第3日曜日
３月20日㈰　第3日曜日
４月17日㈰　第3日曜日
５月15日㈰　第3日曜日
６月19日㈰　第3日曜日

お近くにお出での節はお寄り下さい。
またご友人をお誘いください。

＊遠方にお住まいで、弊社で行われる
体験会へお越しいただけない方のため
に、「ハイパーリスナー体験セット」
として（CD プレーヤー・CD・ヘッ
ドフォン）をご自宅にお届けする貸出
サービスをしております。

　BOX 製品を既にお持ちの方で、更に
効果的なトレーニングである “ハイ
パーリスナー” の受講をご検討されて
いる方は、是非ご利用ください。

　貸出期間 � 週間、機材往復送料 2,500
円となります。
詳しくは伝聴研までお問い合わせくだ
さい。

会員会報・第14号・2010.12.1	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 �7 号
Tel=045-439-5955 　　Fax=045-439-5956
info@denchoh.com 　　http://www.denchoh.com

【会報後記】
　次号会報 �5 号は 6 月頃を予
定しています。
〈ご紹介予定〉

●　１トラックシリーズ音の風景
海のCD5枚

●　‘ある山里の風景’ 3 枚
●　トレーニング CD3 枚
●　新刊紹介
　本年もたいへんお世話になり
ました。引き続きよろしくお願
い致します。


