
　この年は鳥の録音へ行くと雨。それで
も仕事の合間をぬって録音に行く。また
雨。
　そんな中、翌朝の録音のために様子を
見に富士山麓のブナ林の原生林へ車を
走らせた。
　ブナ林はスッポリと霧に包まれて幻想
的な雰囲気だった。
　車を下りてみると、アチコチからウグイ
スのさえずりが霧にこだましている。
　それは美しい響きだった。
　この日は日没も近かったので、明朝に
期待して宿舎に戻った。
　朝３時半、目覚ましの拷問に重い体を
起こし、期待を込めて再びブナ林へ車を
走らせた。
　高度を増すとともに、霧が雨に変わっ
てきてしまった。
　昨日たとえ10分でも録音しておくべき
だったと悔いた。

　ブナ林に到着したが、極めて体調が悪
く、頭痛も酷い。体の震えが止まらない。
体は冷えているのに汗ぼったい。
　その雨の中でもウグイスは鳴いていた
が、水に弱いマイクロフォンなので雨では
どうにもならない。
　「録音はできそうにない天気だ…」。
　帰る理由はできた…。
　「一刻も早く帰って休みたい…」
　が、「折角来たのだから…」。
　しかし今年はまだ１つの録音も録れて
いない…。
　板挟みで悩みに悩んだ。
　一方では、持って来ている機材類でど
うにか録音ができないものかなどとバカ
な事を考えてもいた。その時、「そうだ！」
と名案が浮かんでしまった。
　数枚のタオルがある。それをマイクロ
フォンのカバーに使えば、直接の雨音も
防げるだろうと、車の中にあった雑多な
ものでマイクロフォンに被せる三角の傘
を作れるかもしれない。
　ダメなら帰ろうと…。
　しかし幸か不幸か出来てしまったの
だ。
　大きな木の下であればタオルが濡れ
て、マイクロフォンへ水滴がしたたるま
で、30分くらいは録音できるだろうとい
う目論見だ。

　気力を振り絞って山の中へと入って
行った。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　それから１ヶ月後の７月初めの頃で
あったろうか。北八ヶ岳の知り合いの山
小屋に行った。以前原生林の穴に落ちて
死に損なった、その時に泊まった小屋だ。

（山の風景①／音の風景③）
　この日も着いたら雨になってしまった。
　明朝の録音はできないだろうと久しぶ
りに会った小屋のオヤジと酒を酌み交わ
した。
　10時頃部屋に戻った。いつもの事なが
ら、たっぷり水気を含んだ冷え冷えとし
た布団に入った。震えが止まらない。吐き
気もする。暖まると今度は蒸し暑い。体温
調節がどうにもならない。
　寝ては目が覚め、を繰り返していた。雨
は相変わらず降っている。不思議な事に
こんな雨の中、しかも夜中に鳥が鳴いて
いる。しかし布団から出る気力もない。
　11時半頃、再度頭痛で目を覚ました。
まだ鳴いている。
　「今年の録音は雨の富士山麓しかない」

「俺は何のためにここに来たのか…」。
　気力を振り絞って、小屋の３階へ行っ
た。小屋のトタン屋根の音、小屋の周囲
にある空き缶に「ポン、ピン、ビシャ、テン
テン」と賑やかである。幼少時代を思い出
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ビジョンアカデミー様のお客様で“ミラクルサウンドBOX<premium>”関係の製品のご注文はビジョンアカデミー様の方へご注文下さい。
その他の製品、特売品は伝聴研のみの扱いです。

※この会報は最終のお買い物（伝聴研へ
のご連絡）から約４年間（年２回発行）お
届けしています。
　会報をＰＤＦでご覧頂ける方には引き
続きメールでお届けしています。
　配信ご希望の方はメールアドレスをお
知らせ下さい。

＊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。



トレーニングＣＤ新発売
《No.8 引き潮》

　予約を頂いた方には既に到着していると
思いますが、遅れに遅れ、たいへん申し訳あ
りませんでした。

　 １ 年 前 の 会
報 で 新 し い ト
レーニングＣＤ

《No.8 引き潮》
のご案内をし、予
約を受付ました
が、突 然の急ぎ

した。これも一興かと思って雑音もろとも
録音することにした。
　30メートルもあろうかという木のテッ
ペンでまだ鳴いている。マイクロフォンを
仕掛けてから30分も鳴いてくれた。
　この年は40日間１万キロ走ってたった
２つの録音で終わった。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　この２つの録音は辛い思い出となっ
て、帰ってからも録音状態を調べたくも
なかった。
　この録音から３年後の夏、録音を調べ
ていたとき、たまたまこの録音のファイル
が目に止まり、聴いてみた。

　なかなか雰
囲 気 が 良く、
他 の 録 音 に
はない。と言
うより今後録
れそうにもな
い録音である

ことに気づいた。私には辛いが、勇気を
持ってＣＤを制作することにした。
　“ある山の風景No.2”「雨に鳴く鳥」が
出来上がった。雨音の高周波の強い刺
激。脳力開発にはうってつけのＣＤになっ
ている。

〈聴くだけで毎日ポジティブになるＣＤ
ブック〉創藝社。
　今年初めより、“ミラクルサウンドＢＯＸ
を<premium>”へとリニューアル。それに
続き《パワースポットの音》の５枚セットの
リニューアル、松永修岳先生監修の幸運を
呼ぶ7.8HzＣＤの制作（年末完成予定）（ビ
ジョンアカデミー様へ）、そして前回ご紹介
した「すごい耳トレ」の改定版に続いて、今
回ご紹介する２冊に忙殺されました。
　この〈聴くだけで毎日ポジティブになる
ＣＤブック〉は「すごい耳トレ」をもっと軽く

した聴覚シ
ステムの簡
易 版 的 な
本 で、よ り
良く知って
頂くために
トレーニン
グＣＤを付
録させまし
た 。 3 0 分

【新刊のご紹介】

の少し軽いトレーニングＣＤです。トレーニ
ングＣＤの１つとしてお持ち頂くのもお得
な買い物だと思います。（市販のステレオ
ヘッドフォン・インナーイヤフォンでも聴け
ます）

1,290円（税込）

《“ハイパーリスナー”の秘密に迫る》
　今から数年前、私のシステムに惚れ込
んでくれていたデジタルブックの編集者に
お会いしました。大勢紹介を頂いたのです
が、聴覚システムは解り難いのでインター
ネットに内容を紹介した記事を掲載するこ
とを強く薦められました。Ｂ５版50ページ
くらいで写真を多く、紹介すれば聴覚シス
テムの概要が分かり、読みやすい。そんなコ
ンセプト。

　これは冊 子
にもで きるの
で、便利だと考
えました。お金
もかかる事で
すので、数年躊
躇していました
が、ようやく実
現。先方のイン
ターネットで紹

介されている同じものを冊子として制作い
たしました。

　これまで聴覚システムを１冊にまとめて
紹介できる内容の本がありませんでした
が、詳しく知って頂くには
１･〈すごい耳トレ〉　　　
２･〈聴くだけで毎日ポジティブになるＣＤ

ブック〉　　　
３･〈ハイパーリスナーの秘密に迫る〉
　この３冊になりました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

の仕事が次々に舞い込み、目の回るような
忙しさになってしまいました。
　毎日気になっていましたが、なかなかま
とまった時間が取れず、仕事が一段落した
所で一気に制作いたしました。満足いく素
晴らしい内容になりましたが、ただこれまで
のトレーニングＣＤより刺激が強いので、こ
のシステムを初めて体験される方にはこ
のＣＤは聴かせないようにして下さい。
　次回は虫の音を中心としたＣＤを作ろう
と意欲が湧いています。虫の音はこれまで
と違った効果を出せるはずです。ご期待下
さい。

キャンペーン中のみ　9,700円（税込）
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　新しい会員様が数百名増えましたので
改めてトレーニングの方法をお伝えいたし
ます。
　《ブレインシンフォニー》と“リスニング 
Dr.（ドクター）”は能力開発製品とコンセプ
トが違いますので、自由にお使い頂いて良
いとしています。
　“ミラクルサウンドＢＯＸ<premium>”“ブ
レインスイッチＢＯＸ”“みゅ〜ずＢＯＸ”等
の能力開発製品の効果的なトレーニング
方法は。
①１クールのトレーニング時間は20時間、

間があいてもできるだけ１ヶ月以内で終
了させる。

　これを越えると耳が次第に慣れてきて新
鮮みがなくなって音馴れするばかりで、次の
トレーニングの時に差し支えます。効果云々
より、早めに終わって頂くのが、次回のト
レーニングで効果を上げるコツとなります。
　例外として精神的、肉体的に問題がある
方の場合は解決するまで45日間くらいは
使っても構いません。

②トレーニングには最良の音質のＣＤプ
レーヤーを使って下さい。

　“ミラクルサウンドＢＯＸ<premium>”に
はパソコンで聴くための《デンダック》が付
属していますので、それをお使い頂くと理
想的なトレーニングが可能です。
　もし、最近のＣＤラジカセで再生している
方は《デンダック》もしくはヘッドフォンアン
プセットをお求め下さい。市販では20万円
クラスの音質の製品を会員様のために（１
割強の価格で）特別販売しています。10〜
11ページを参照してください。

トレーニングの方法



お待たせ致しました。
再び《フライパン》の発売です。

　ご好評につき、再び取り扱いを開始いた
します。さらに新製品のオイルポットもご
紹介いたします。
　私の友人、変なオジサンが開発した世に
も不思議な製品類のご紹介です。

《天ぷら鍋》
ＩＨ鉄たっぷり深型揚鍋 （蓋付） 

　近年揚げ物をする家庭が少なくなりま
したが、この鍋も勿論トランス脂肪酸を
カット。
　下町のまずいトンカツ屋を大人気店に
変えたほどの性能。
　深型20㎝、フタ付きの鉄製揚げ鍋で
す。素晴らしいデザインです。
　底が狭いので油も少量で済みます。Ｉ
Ｈ対応。
重さ　1320g　　　深型20㎝
外形寸法（上部） 236㎜×219㎜×150㎜

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《フライパン》
　25号でご紹介し、その後値上がりして
も人気商品となりました。
　「娘にあげたい」「親戚にあげたい」と追
加追加の注文。中には５個、一番多かった
方は７個の追加注文を頂きました。
　お陰様でキャンペーン後半はお断りす
るはめになりました。
　ある方から「業務用の高額で大きなも
のならトランス脂肪酸を減らせる製品は

《オイルポット》
　今回の新製
品はこれ１つ
のみです。
　先のフライ
パンやMG-Z
を作った友人
オ ジ サ ン の
製品。オイル

ポットです。天ぷら油の保存用ですが、炒
め物をするためにあらかじめこのオイル
ポットの中へ油を入れておけばトランス
脂肪酸をカットした油で炒め物ができる
というわけです。
　油が長持ちします。
　バターナイフ、フライパン、天ぷら鍋、
これらを組み合わせ、あるいは使う方法
を考えてみて下さい。
　重さ310g
　直径127×高さ120㎜
　油ダレ防止機能付き

特価　7,000円（税込）

あるんだけど、家庭用のもので出せるな
んて凄い技術だね」。と感心されました。
　換気扇に付着する白い油分がトランス
脂肪酸との事。

　これらの製品はトランス脂肪酸を殆ど
無害化してカラッとした天ぷらが、ある
いは炒め物ができます。
　使った方からは絶大な評価でした。
　私も誇らしく思っています。
　一家に１個持つべきフライパンです。
　サイズ直径　28㎝　　

23,760円→特価　18,140円（税込）

【新製品】
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③４ヶ月から半年後の２クール目のトレー
ニングの時は、新しいトレーニングＣＤを
３〜４枚足して、前回のＣＤは使わずに
足したトレーニングＣＤでトレーニング
を行って下さい。

　伝聴研では合計18枚のトレーニングＣ
Ｄを揃えています。
　たとえば18枚を四分割してA、B、C、
Dセットと組み、順番に使って頂くと２年以
上間が空くことになり、初回の曲の殆どは
忘れているでしょう。
　そのようにトレーニングをするとより効
果的なトレーニングが可能です。

④出張が多かったり、出先で使いたいと言
う方のために携帯用ＣＤプレーヤーを用
意してあります。推薦できるほどではあり
ませんが、市販品の中では何とか使える
音質です。

　“ミラクルサウンドＢＯＸ<premium>”の
お客様はビジョンアカデミー様へご注文下
さい。

⑤付属のヘッドフォンは伝聴研特製の国産
の高級品を使っています。そのヘッドフォ
ンにＣＤの音質を合わせて制作していま
す。他のヘッドフォンでは効果が期待で
きませんので使わないで下さい。

　《ＣＤをコピーしても良いですか》という
質問を未だによく受けます。
　トレーニングＣＤは特殊な加工が幾重に
も施してあります。コピーすると、この情報
が消えてしまいます。
　またスマホなどに取り込む事は絶対にし
ないで下さい。
　不便でも必ず原盤のＣＤを使ってトレー
ニングをして下さい。
　原盤が壊れた場合は会員登録があれば
いつでも安価で交換致します。

ヘッドフォンが壊れた場合
　２〜３年するとイヤーパットが剥がれて
きます。また本体が壊れた場合も捨てない
で下さい。登録がある限りは交換、もしくは
修理を致します（会員特別価格で）。

（※標準ヘッドフォンの単体販売はしていま
せん）

《ウルトラ》のお勧め
　製品付属のヘッドフォンは数年をかけて
メーカーに協力頂いて開発した高音特性

にとても優れた高級ヘッドフォンですが、音
響の世界では天才的な閃きを持った私の
友人と開発したＵＳＴ（ウルトラスーパーツ
イーター）という技術があります。このシス
テムを伝聴研のトレーニング用ヘッドフォ
ンに組み込み、これを《ウルトラ》と言ってい
ます。この《ウルトラ》は微細な超音波を発
生させます。そのために効果、音質ともに最
高のヘッドフォンに変化させられます。
　お手持ちのヘッドフォンを「《ウルトラ》希
望」と書いて伝聴研に送って下さい。
　改良まで２〜３週間かかります。

改良費　36,000円

自然音ＣＤのお勧め
　“ミラクルサウンドＢＯＸ<premium>”には
２枚の自然音ＣＤが付録されています。
　トレーニングお休みの期間、自然音ＣＤも
増やし、普段から時々聴いて頂く事が効果を
持続させる秘訣です。
　種類がお分かりにならない場合は「お任
せ」と書いて下さい。こちらで選択いたしま
す。あるいは「音のカタログ」　税込1,130円

（キャンペーン期間中のみ）をお求め下さい。



“ミラクルサウンドＢＯＸ<premium>”
　前号でお知らせしましたように“ミラ
クルサウンドＢＯＸが<premium>”と
なって発売になりました。

　多くの新しいお客様がこのセットをお
持ちになっています。
　この一連のトレーニングＣＤは楽しみ
ながら制作したこともあって、効果、内容
的にも傑作シリーズです。

　お役に立てていることと思います。
　使用法を良くご覧になりながら、ご愛
用下さい。

　108,000円（税込）

《５枚セットでリニューアル発売》
《パワースポットの音》

　この《パワースポットの音》、波の音はわ
ざわざ沖縄の久高島、西表島の〈パナリ島〉
まで出向き録音しました。
　また分杭峠は合計３年かけて録音をしま
した。
　この録音は他の35枚の自然音ＣＤと
違って、何故か眠くなる。聴いていて引き
込まれる等、独特の味わいがあります。こ
れが《パワースポットの音》なのかと自身
思わされます。
　買って頂いた方からも「まったく違う自然
音だ」と高い評価を頂いています。
　幸せを呼ぶ《パワースポットの音》を５枚
セットにしました。

　ゼロ磁場で
有 名 な 分 杭
峠、大鹿村の
気場の地図も
付いています。
　この商品は
株 式 会 社 ビ
ジョンアカデ

ミー様（06−6771−1001）へ注文して下
さい。

５枚組み　54,000円（税込）
　単品をお持ちの方は伝聴研へ。

《バターナイフ》
　同じく、同じ性能のバターナイフ。
　あら不思議！
　バターナイフに触れたとたん油が変化。

　フライパン
が手に入らな
かった前 回、
こ れ を 野 菜
炒めの中に入
れてガチャガ
チャかき混ぜ
てください。と

お勧めしました。
　とても素晴らしい、と数本買って下さった
方も多くいました。
5,400円（税込）→27％引き3,950円（税込）

容量2.8ℓ　適正油量1ℓ 〜 1.2ℓ
底面の厚さ 　1.6ｍｍ

23,760円→特価　18,140円（税込）

《MG-Z》
　これも変なオジサンの不思議な商品
で、実は一番古くからありましたが、随分
前に販売終了になっていました。
　僕だけに作ってくれと頼んで特別に
作ってもらいました。
　油をより油にする、油が劣化しないと
いう、フライパンやバターナイフと同じ
種類の製品です。

　前回、「オイル交換は１万キロではもっ
たいない」と書きました。今まで私は１年
に１回１万キロでオイル交換していまし
た。責任もあることから、今回どれくらい

　オリゴ糖はかつて多くの会社で扱って
いて、様々な効果を謳っていて、私は疑問
に思っていました。
　知り合ったオリゴ糖の会社の方に話し
を聞くうちに、本物のオリゴ糖と納得で
きましたので、皆様にご紹介いたします。
書いて頂いた文面をそのままをご紹介い
たします。

《天然オリゴ糖ラフィノース100》
　現在、腸内環
境改善を目的
として販売さ
れているオリ
ゴ糖は十数種
類 あ り ま す。
これらオリゴ

糖の多くは原料である砂糖・乳糖を酵素
変換、加熱処理等を加えて人工的に製造
されたものですが、ラフィノース100は
ビート（甜菜）糖蜜より抽出・分離した世
界で唯一の純度100パーセントの天然

走るのか23万キロ走行の自分の車、デリ
カ・スペースギアで実験しました。
　１万５千キロ走って点検に出した所、
オイルの粘度は十分あったと言うことで
した。この車に乗った修理屋の１人は23
万キロでこのエンジンの音は考えられな
いと首を捻っていたそうです。

　ガソリンタンク用は大粒を１回入れる
だけ、小さな粒は８個入っていますが、
オートマチックオイルも１回のみ。あと
の７個はエンジンオイル用、１万キロに
１回のオイル交換をするならこの１セッ
トで７万キロ乗れることになります。
　オイル交換の費用。燃費もよくなりま
すので、この価格はお釣りがくることは
間違いありません。
　世の中には私の所だけ。あと22セット
しかありません。

39,800円（税込）

【2017年６月リニューアル発売】

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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（７ページへ→）



会報28号価格表
注文受付期間： 会報到着後～ 2018年１月15日まで

※お届けは1週間～ 10日ほどかかります。ご注文の指定日配達は余裕がある場合。　※音響機器関係の納期は不定です。
※ ￥3,000未満のご注文のみ送料￥500を頂きます。
※価格は全て税込です。　※その他のご注文は備考欄に。
ページ 商　品　名 会員価格 数量 計

２
〈聴くだけで毎日ポジティブになるCDブック〉創藝社	 	 ￥1,290
トレーニングCD《No.8	引き潮》　　（今回限り）	 	 ￥9,700

３
フライパン ￥18,140
オイルポット ￥7,000

４

天ぷら鍋 ￥18,140
バターナイフ ￥3,950
車用触媒《MG-Z》 ￥39,800
ミラクルサウンドBOX〈Premium〉 ￥108,000
《パワースポットの音》５枚組み ￥54,000
天然オリゴ糖ラフィノース ￥3,480

７
ダブルリンク　20錠入り30,000円　10錠入り15,000円（←丸で囲って価格を→）
桑の葉茶 ￥1,500

８
還元リップバーム　オルプリップバーム ￥3,550
足楽です輪 ￥2,160
“ハイパーリスナー予約”申し込み（１万円のサービス）返金はできません ¥10,000

９

《蘇生砂》１㎏ ￥1,000
超ミネラル水／「歓喜の響」２L　１本目お披露目価格（￥9,000）／２本目から（￥10,300）
温泉円盤（Spa	UFO） ¥39,000
《アレックス》（ホワイト） ¥240,000

10

コウケントー（￥129,600）	キャスター（￥12,960）	本.可視総合光線療法（￥5,076）パンフレット希望
D２（小型）／ 12面体スピーカー２本１セット（色指定→会報参照） ¥129,600
D8（大型）／ 12面体スピーカー２本１セット（紺色のみ） ¥375,000
《D２用》２チャンネルアンプ+スピーカーセット（色指定→）（三脚、DVDプレーヤーなし） ¥216,600
《D８用》２チャンネルアンプ+スピーカーセット（色指定→）（三脚、DVDプレーヤーなし） ¥477,000
別売　D2用三脚2本組み（¥11,310）DVDプレーヤー +接続ケーブル（¥5,440）	

《デンダック》　（アダプタープレゼント） ¥14,580

11

CDプレーヤー（ヘッドフォンアンプ）セット標準品（本体価格は20,360円） ¥24,780
CDプレーヤー（ヘッドフォンアンプ）USB付セット（本体価格は30,650円） ¥34,550
パソコン用推薦小型スピーカー（白･黒） ¥9,900
ＣＤ、ＤＶＤ湿式レンズクリーナー ¥1,940
ダイヤフィンガード（スプレー 10ml） ¥1,440
ダイヤフィンガード（ポンプ式300ml） ¥4,320
不思議な石鹸　	○をする↓ 
１個 （￥1,875） ／ 5個セット （￥9,125） ／ 7個セット （￥12,425） ／ 10個以上（1個¥1,675） 	
亜麻仁油生搾り（550粒￥9,720） ¥9,720

12 でんでん米　1パック￥290　10パック以上ご注文の単価￥280			

年末
特価

自然音CD　１枚￥3,900、３枚￥11,550、５枚￥19,000 ／音のカタログ（¥1,130）
「タイトル」を備考欄に。お任せは「お任せ」と枚数をお書きください。この価格はキャンペーン期間中のみ
40分トレーニングシリーズNo.1〜No.10（No.8を省く） ¥9,900

送料
合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956
送信先 info@denchoh.co.jp

フリガナ ご
住
所

〒

お 名 前

TEL: FAX:
e-mail　　　　　　　				　＠ 携帯メール　　　　　　　				　＠
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（佐川のみ）	,14 〜 16時	,	16 〜 18時	,	18 〜 20時	,19 〜 21時
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 その他お書きください。

ご 意 見
（ご自由にお書
きください）

伝聴研行			FAX:045－439－5956
送信先		info@denchoh.co.jp

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
　株式会社ビジョンアカデミー様連絡先　06-6771-1001　vision-academy.jp



耳の調整法
「耳の三点セット」
耳の調整法

「耳の三点セット」
耳の調整法

「耳の三点セット」

　今回は、氣道協会でもお伝えしている耳
の調整法「耳の三点セット」をご紹介しま
す。
　目は、瞼を閉じれば情報を遮断できます
が、耳はそうはいきません。
　耳は24時間休みなく働いているので、意
識的に休めてあげると良いでしょう！
　ご紹介する「耳の三点セット」は、耳鳴り
や聴こえが悪くなったなどの症状がある時
はもちろんですが、何となく違和感を感じ
る時にもご活用ください。（違和感を感じ
る側にアプローチします。）
　積極的に使い積極的に休めると、能力を
効率よく引き出すことが出来ます。「耳の
三点セット」で、聴覚訓練の効果を上げてく
ださい！
　それでは、手順を追ってご説明します。

（文中に「愉氣」と言う言葉が出てきますが、
「愉氣」とはある場所に気持ちを向けるこ
とを言います。
　お体に触れて「愉氣」している時、触れて
いる場所に気持ちを向けてそこの感じを
味わってください。触れている場所の、「変
化を感じること」がとても重要です。）

写真①

①耳の周囲を刺激する
　耳殻の上側や後側など（　　印の所）
で、違和感を感じるところを指先で軽く
たたいたり擦ったり刺激します。

（写真①参照）

③小耳への愉氣
　小耳（写真④の　  印の所）に、穴をふ
さぐように指を当ててそこの感じを味わ
います（愉氣）。
　最初に触れた時の感じが、変化したと
思ったら指を離します。

②首を弛めるアプローチ（通称：大口あけ
ポン）
　唇の端に小指を引っかけて左右に広げ
ると同時に、口も大きく開きます。
　唇を縦と横に同時に広げるのですが、最
大限に広がったと感じた瞬間に、小指を弾
くように外し口をあける力も同時に弛めま
す。（ゆっくりと弛めるのではなく、瞬間的
に弛めるのがコツです。）
　このアプローチを行うことで、耳と関係
の深い首の骨（頸椎四番）が緩むので、耳
の聞こえも良くなります。

（この方法は、「潜在的な劣等感」に対して
も有効ですので、覚えておくと便利です。）

（写真②、③参照）

オプション
　さらに効果を上げるためのオプションを
ご紹介します。

オプション①：側腹への愉氣
　側腹（骨盤と肋骨の間）を摘まんで、そこ
の感じを味わいます（愉氣）。
　左右の感じが違った場合、違和感を感じ
た側（厚さや硬さ等）だけを行うとさらに
効果的です。
　この場所は、腎臓の急処です。耳は、腎
臓との関係が深いところですので、この場
所を愉氣することは、耳の調整につながり
ます。

（写真⑥参照）

オプション②：内踝下への愉氣
　内踝の下（写真⑦の　 印の所）で、違和
感を感じるところを指で触れてそこの感じ
を味わいます（愉氣）。

（写真⑦参照）

　どの様なアプローチを行うにせよ、行う
前と後との体や心の変化を感じることが大
切です。
　心地良く感じるアプローチは、「体が求め
ているもの」であることが多いので、体や心
の変化を感じることはとても重要です。
（文章：整体指導者（氣道協会）松岡正彦）

写真②

写真③

写真④ 写真⑤

　ここまでのアプローチを、３週間ほど行っ
てみて下さい。
　根深い症状には1つのアプローチだけ
ではなく、「目の三点セット」や「肩上げすト
ン」など今までご紹介してきた様々なアプ

写真⑥

写真⑦

ローチを組み合わせて行うと効果的です。
　どのアプローチを組み合わせるかは、
ご自身が「心地よく感じるもの」を行うと
良いでしょう！



結晶オリゴ糖です。砂糖及び消化吸収さ
れる糖質は一切含まれておらず、高いビ
フィズス菌増殖効果が期待できる（理化
学研究所）。
　甘味度は砂糖の約20パーセント、難消
化性オリゴ糖であり、大腸への到達時間
は２〜５時間（弘前大）で、その殆んどは
ビフィズス菌の栄養源となる。勿論、血糖
値上昇にも影響しません。
　特性としては、湿度95パーセント条件
下、開封状態で放置しても全く吸湿せず、
加熱安定性にも優れ、約160度まで分解
しません。従って日本茶、コーヒー・紅茶
に、煮物や様々な料理に利用できます。ま
た炊飯時１合当たり１グラムを目安に使
用する事によって、米飯食味・艶の改善、
食味保持が期待できます。
　効果としては、人間の免疫向上に大き
く関与するＴｈ細胞リンパ球の増殖（日
本歯科大学）、アトピー性皮膚炎を含む
アレルギー性皮膚炎の改善（日本アレル
ギー学会・日本小児アレルギー学会）、肝
障害改善（千葉大学・富山医科薬科大学）、
歯周病等口腔内改善（全国二十六開業歯
科医院他）が報告されています。
　また、Ｔｈ細胞は抗原・細菌の侵入によ
り、Ｔｈ１とＴｈ２型に分化するが、Ｔｈ
１が優位になると自己免疫疾患（リウマ
チ、膠原病、潰瘍性大腸炎、掌蹠膿疱症等）
Ｔｈ２が優位になるとアレルギー性疾患
が引き起こされると言われています。
　ラフィノース100はＴｈ１及び、Ｔｈ

２のバランスに有効である事が報告さ
れており（東京大学・日本大学）、アレル
ギー・自己免疫疾患の改善、予防に寄与す
る旨の評価を得ています。
　一方、アレルギー疾患には真菌である
カンジダ菌が関与しているケースが多
いと言われています。カンジダ菌は口腔
内や消化管、皮膚、膣などに常在していま
すが、日頃、特に悪さをする事はないが、
しかし、免疫力が低下するとカンジダ菌
が異常に増殖し、病原性を発揮すること
があります。ラフィノース100は種々の
カンジダ菌を抑制する作用を持っていま
す。カンジダ症に悩んでいる方には推奨
できる商品です。
4,104円→割引き価格　3,480円（税込）

《ダブルリンク》
これは凄い効果

　生命力のパワーアップ！
　これがスゴイ！驚くべき効果で、たった１
錠で激変。１週間以上効果の持続を確認で
きたのには驚きました。
　価格は高いですが、使って頂いて納得で
きるでしょう。

　前回から扱い始めましたが、たいへん評
判をよびました。
　下記のような特徴があります。

　DOUBLE LINKはアメリカのNutraceu-
tical Techonology社が製造・発売してい
る商品です。
　アメリカは健康に対する意識が高い事で
有名ですが、この商品は中国で古くから伝
わる「薬食同源（=医食同源）の理論と健康
増進の思想が基礎となっています。また検
査基準が高いＦＤＡ（アメリカ食品医薬品
局）の販売許可も取得している製品です。
　具体的には
・ 細胞遺伝子の機能を高めるように調合

され、遺伝子栄養素の中核を形成するの
を助けます。

・ 自然の植物の成分で調合され、カラダの
代謝バランスを整えたり免疫力を高める
ことでアンチエイジング効果や疲労回復
効果を助長させます。

・ 免疫力をアップさせる事で、代謝バラン
スやホルモンバランスの調整を助ける効
果があると言われています。

・ また腎臓や肝臓のデトックスを促し、本
来の機能へと改善します。

・ 特に女性の更年期障害、アンチエイジン
グ対策として。

・ また男性のＥＤや精力減退対策などにも
高い効果を実感されている事例が多く
報告されております。

　10錠は半分にしますので、箱がありませ
ん。　　　　

10錠入り　15,000円（税込）
20錠入り　30,000円（税込）

　通常時は若干価格を上げさせて頂きます。
※注意、初めて使う方にまれに頭痛が起こ

る場合があります。
　前回、女性お１人から頭痛が酷いとの報
告があり、慌てて買った方に電話をいたし
ました。幸いお１人だけで安心いたしまし
た。体が敏感な方だったのでしょう。
　買われた方は念のため４分の１に包丁で
切って少しづつ増やして行って下さい。
　ある方はこの「４分の１」で十分効果があ
るよ。と言っていました。

《桑の葉茶》
　最近話題を呼んでいる桑の葉茶。
　取り寄せて飲んでみました。
　桑の葉？蚕が食べる葉っぱ？と恐る恐る
飲んでみると、何ととても美味しいではな

7

（→４ページより）

【第15回】　テノール歌手　J.T
　プロのソリストとして10年 、新国立劇場
主演 、モーツァルトの「魔笛」王子タミーノ
主演でメジャーデビュー後、二期会にも所
属。
　テノール歌手としてオペラからミュージ
カルまで幅広く活躍し高い評価を得て、着
実にキャリアを積んできたかに見える一方
で、対外的な評価に対し≪常にジレンマを
感じる自分≫に人知れず苛まされていた。
漫然とした悩みを抱えながらプレーヤーと
して国内外で求める水準に応えていく内
に、オーストリアの恩師から≪声の持つ響
き≫に原因があることを指摘されて、納得
のいくテノールをものにするための対策に
悩んでいた時に、『ぶらあぼ』の記事に強い
関心を覚えた。

　意を決して《伝聴研》の門を叩いたTさん
は、試聴後の明確に現れた≪歌い方の変化
≫に驚愕した。「たった20分で、最初の一声
から外国人の歌う声になっていました。音
に厚みが出て倍音が一気に増え、クリアに
響くのがわかりました。音が体からラクに
離れるので、終わるまでブレスが続くんじ
ゃないかと怖くなったほどでした（笑）」
　本式コース受講後は、唱法に対する不
安を見事に払拭。東フィルの指揮者チョ
ン・ミョンフンと新国劇の芸術監督トーマ
ス・ノヴォラッキーの両氏から「日本人にし
てはめずらしく、ナチュラルでピュアに歌う
テノールだ」と評してもらい、確固たる自信
を得たことで、精神的にも非常にタフにな
ったという。

“ハイパーリスナー”を受講。

連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談



《唾液検査》
　世界で初めて唾液検査を自動化した大
友先生ですが、伝聴研の体験セミナーに
時々お出で頂き、体験者皆様の健康状態
が体験前後でどのように変化するか唾液
で計測頂いています。
　その大友先生がリップバームという
リップクリームを開発されています。

　詳しくは前々号26号をお読み下さい。
　このリップバームを唇に塗るとたちどころ
に体が酸性から還元されるというリップク

《足楽です輪》
　「こんなもの」と冷ややかに横目で見てい
たこの商品。未だ理解に苦しんでいますが、
使った多くの方からは沢山の追加注文。
キャンペーンが終わってからも次々注文が
舞い込みました。
　使った方からは、足が痛くなくなった。膝
が楽になった。曲がっている体がシャンと
なった。立ち上がるのが楽になった。次 と々
報告が舞い込みました。

　足、膝、腰など問題がある方は是非使っ
てみて下さい。
　故障がないせいか、私は全く効果を感じ
る事はできませんが、多くの方の感想がこ
の製品の凄さを語っています。
　聴覚トレーニングもそうですが、使ってみ
ないとわからないものですね。
　良いものは単純です。
　写真のように単なる輪ゴム状のものです。
　極めて柔らかいゴムですので半年くら
いで劣化してきます。３ヶ月くらいでダメに
なったら交換してくれると言う事です。詳し
い解説書が付いています。
　是非お試し下さい。

2,160円（税込）

いか。ちょっ
と飲むとソ
バ茶のよう
で、以 前 紹
介したルイ
ボスティの
ような香り
も あ り、な

かなか美味しい。
　それほど高くないので、これで健康に良
ければと、ご紹介いたします。
　この桑の葉茶は古来より用いられていた
ようです。
◆桑の葉は、天然の食物繊維が豊富。
◆ビタミン、ミネラルが豊富。
　糖質の吸収をおだかやにします。糖を気
にされる方には良い飲み物です。
　無農薬で丁寧に作られています。ノンカ
フェイン。ミネラルたっぷり。
　500ccのお湯に10分。
　ペットボトルのお茶を飲む代わりに普段
携行したら如何でしょうか。
　20袋入り、お試し価格

1,728円→1,500円（税込）

リームです。
　小さな傷にも塗ると回復が早いです。

　この商品を
前回ご紹介し
た所、沢山の方
に使って頂き、
お一人で何本
も追加された
方が何人もい
ました。

　さすがに女性は敏感だと感心させられま
した。
　唇は薄い皮に覆われ血流が透けて見え
るため赤く見えます。
　皮をむいたリンゴが赤茶けて変質してい
くように体内の各細胞も同様にサビ化しま
す。
　酸化とは炎症・疲弊・過労・ストレス・老
化要因で体調不良が示されます。
　還元とは免疫力アップ、回復力が強く精
神的にも肉体的にも体調良好を示します。
　2016年７月21日NPO日本ORP測定検
証協会より、リップバームとしては日本で最
初の体調を整える強い還元作用（体調良
好）を示すことが確認され、還元を示す「S
検証」が付与されネット公開されています。
http://www.npo-orp-japan.com/orp-
lip-balm　

１本　3,550円（税込）
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バセドウ氏病が正常値
　トレーニングを受けて以来バセドウ病の
数値が正常になったのですが、最近少し違
和感があるので受けさせて頂けませんか。
という報告を受けました。
　結構多くの方が膠原病なんです。といっ
て再受講して下さりますが、その後の報告
はあまりありません。

　でも詳しく聞いてみると、「悪化していま
せん」という答えが返ってきます。

・・・・・・・・・・
　この聴覚システムを開始した約16年く
らい前ですが、当初は音楽、語学の目的の
方が殆どでした。音楽、語学だと８割は女
性の受講者です。当初受講者からの報告
は、便秘がなくなった。生理痛が消えた。春
には鼻水が止まった。など、多く寄せられま
した。
　それらの報告を不思議に思っていた頃

の事ですが、それぞれの目的で35才くらい
の女性が3名、トレーニングを受けてくれま
した。同時ではありませんが、その３人の方
とも子供ができないので諦めているとの事
でした。
　トレーニングを２〜３回受けて終了にな
りましたが、その後子供ができたと大喜び
でした。しかし彼女らはトレーニングの効
果だとは気づいてくれていないのですよね。
仕方ありません。子供ができるまで１年以
上かかりますから。

受講者から嬉しいご報告

《伝聴研からのお知らせ》

“ハイパーリスナー”のお勧め

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉



　〈歓喜の響〉〈蘇生砂〉と同じ久保先生の
商品。
　初期投資は大きいですが、確かな商品
で結果的には安いです。
　前回、温泉円盤をお風呂に入れ忘れて
後から温泉円盤をお湯に入れたら瞬間的
にお湯の温度が下がったとお知らせしま
したが、その後その現象をジックリ観察

しました。確かに
１〜２度体感温
度が下がります。
　普通特に一番
風呂はピリピリ
感が強いもので
す。また入浴剤の
場合も殆どの場
合はピリピリが

強くなります。
　そのため肌への刺激が強くなります。
　この温泉円盤はよく温まり、お肌もツ
ルツルに。
　入浴後は立てかけて水を切って乾燥さ
せておきます。
　お手入れも極めて簡単。
　私は既に２年使っています。10年以
上は使え、毎回入れなければならない入
浴剤に比べれば極めて経済的。10年使っ

　伝聴研のトレーニングシステムと同じ、
人間は順応性が極めて高く、普通にない刺
激に対しては当初劇的な効果を発揮しま
す。しかし続けているとその刺激に脳が順
応してしまうよう
で、あまり効果を
感じなくなります。
そのために聴覚ト
レーニングではお
休み期間を設けて
います。
　このアレックス
も20日間くらい続けて効果が薄くなった
と感じられた場合は１ヶ月ほど空けてから
使ってみて下さい。
　再び効果を発揮することを確認できると
思います。
　緊急時にはコウケントーとアレックスは
とても重宝しています。
　皮膚や、リンパに沿ってピリピリと放電す
る先端を当てていきます。不思議な効果を
出します。
　シミ・くすみ・たるみ・美肌効果・髪の毛・
肩凝り･腰痛・関節痛・その他、健康維持の
ための器具として是非１台お持ち下さい。

　38万円で販売していた機器です。現在の
価格は
Alex Beauty pro（プロ用）

 285,000円（税込）
　  〃　　 Rayer（一般用）

198,000円（税込）

プラズマ波発生装置

　１年前から扱った「歓喜の響」。これま
で「岩の力」を愛用して下さった方からも

「これは素晴らしい」と評価を頂きました。

《蘇生砂》
　歓喜の響を開発した久保先生の商品。
　全ての作物の光合成の力を20〜40％
も高め、生育を盛んにして生産量を増やす
という効果。

　去年の鉢から
朝顔の芽が顔を
出したので、土も
替えずに育てま
した。
　この写真の通
り11月の今も窓
辺で小さな朝顔
が咲いています。
　ベランダの花

も、こんな時期に何で咲くの？と、笑ってし
まいます。
　本当に面白い砂です。
　農家で米や野菜に使ったらいいのにと
いつも思わされます。
　自家菜園をやっている方は是非試して
下さい。ミネラルたっぷりの野菜が育つは
ずです。
　１キロに小分けしてお届けしています
が、20キロ以上ご入用の方はご相談下さ
い。
　土壌改良材の役目もします。
　家庭菜園や庭だったらこの１キロでも数
年使えると思います。プランターには指で
つまんで混ぜるか振りかけて下さい。

 １㎏（袋）　1,000円（税込）

たとすれば１日10円です。
　これぞ理想的な入浴剤。

〈構成鉱〉
　正長石・斜長石・石英･黒雲母・風信子
鋼・ザクロ石・燐灰石・楔石・かつれん石・
褐色角閃石

定価41,000円→39,000円（税込）

「やっぱり元祖は素晴らし
い」との声を沢山頂きまし
た。利益だけで商売をする
のと違って２ヶ月もの時間
をかけ本質を貫いて製造
しています。本物は違うと
実感できる品質の良さ。
　成人病予防に最適なサ
プリメントです。

　風邪っぽい時、１口飲んでも効果的なよ
うです。うがいにも良いでしょう。
　病気になる前に１度は使って知っておい
て欲しい製品です。
　ちょっと渋い、酸っぱい味がしますので、
イタズラでカルピスで割って飲んでみたら、
全くカルピスの味。カルピスと〈歓喜の響〉
と水を同量で割ってみて下さい。それは飲
みやすくというより、美味しく飲めます。

通常定価　10,800円（税込）
お試し価格　１本目9,000円（税込）

２本目から10,300円（税込）
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　今回も“ハイパーリスナー”の初回トレー
ニングご希望の方。機械が割合空いている
３月までに開始の方に限り、入会金の１万
円をサービスさせて頂きます。キャンペー
ン中の予約のみ。

　予約金１万円（返金はできません）

【温泉円盤｛Spa UFO｝】

CDはサイズの参考

【健康用機具】

《アレックス》

（特別製品のためホワイトのみ）

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】



《パソコンでトレーニングの必需品》
　今のＣＤラジカセは音質が悪くて使い物
になりません。お持ちでない方は是非お持
ち頂きたいと思います。
　「え〜、パソコンからこんな良い音が？」

　 オー ディオ業
界で有名になった

《デンダック》。最
近調べていません
が、《デンダック》
並の音質の他製品

を買うとなると５〜６万円はするのではな
いかと思います。
　理想的な音質でトレーニング。

14,580円（税込）
（ＵＳＢアダプターをプレゼント）

《コウケントー》
　一家に１
台必需品。
　我が家で
はもう35年
使っていま
すし、親 戚
中持ってい
ます。鉛筆く

らいのカーボンを症状に合わせてスパーク
させます。その光を指示された通り体の複
数箇所に当てます。
　カーボンの種類が合うととても素晴らし
い効果を発揮します。カーボンは消耗品で
すが、それほど高いものではありません。
　家族を持ったら１台持つべきだと薦めて
います。

写真のように１号機　129,600円（税込）
キャスター　12,960円（税込）

治療方法の本　5,076円（税込）
　キャスターがあると便利です。機械は一
生使えます。

《ＣＤプレーヤーセット》
ヘッドフォンアンプセットのお勧め

【伝聴研オリジナル商品定番品】

　２種類がありますが、プラズマの強さの
違いです。
　これを伝聴研の特注として一般用をプロ
用の強さに変えた製品。つまりプロ用です。

　ホワイトのみ240,000円（税込）

12面体スピーカー
【２センチと８センチスピーカー】

　生そのものの音。一般的に音楽家はステ
レオには懲りません。所詮ステレオの音で
しかないからです。音響装置は参考にはな
るものの鑑賞には堪えられないからです。
　以前、私が教えていた吹奏楽団にこの
12面体を持ち込んで指揮台の横にマイク
ロフォンを置いて録音をしました。
　再生してみて私は驚愕しました。
　それは下手さ加減から、音の聴こえ方ま
で指揮をしている時に聴こえる音と瓜二つ

だったからです。
　演奏者には不評だった事は言うまでもあ
りません。

　このスピーカーは音楽家が聴くと無言で
しばらく固まってしまうほど生に極めて近
い音がします。
　オーケストラはまるで演奏者が前で演奏
しているのではないかと思えるほど、自然
音はまるで山の中に放り出されたように聴
こえます。
　音源までの距離を再生しますので、聴い
た皆さんは、「どこから音が出て来ているん
ですか？」と、スピーカーの存在が分からな
い程です。
　私の会社の４階には天井に吊ってありま
すが、手の平サイズのスピーカーを指さすと

「エー！」と近づいて行って「本当だ」と感慨
しきりです。こんな小さなスピーカーからこ
の音が。
　30年前なら数百万円した事でしょう。
　大きい方（8㎝ユニット）は音に余裕が
あって迫力満点ですが、両方鳴らしている
うちにどちらから音が出ているか判らなく
なることがよくあります。それほど音質や鳴
り方は似ています。
　小型は２センチユニット（手の平に乗る
サイズ）、大型は８センチユニットをそれぞ
れ12個配置した正12面体スピーカー。
　写真でもお分かりの通り小型は５色にな
りました。
　お部屋に合わせてどうぞ。

〈Ｄ２〉１セット　129,600円（税込）
〈Ｄ８〉１セット　375,000円（税込）
　（ケーブル、アイボルト付属）
※スタンドは別売。

小型専用ステレオアンプ
　12面体スピーカーのために特別に開発
した専用アンプ。

　このアンプと手の平サイズのスピーカー
４個で40メートル四方の会議室でも十分
な音量を出せました。勿論広めの結婚式場
でも２㎝ユニットの手の平サイズのスピー
カーでも十分な音量が出せるでしょう。小
さな音量から大音量まで音質が変わりま
せん。
　驚くべき性能です。
　スピーカーと組み合わせてお求め下さ
い。
　納品まで２〜３ヶ月かかります。

D２用アンプ 　87,000円（税込）
D８用アンプ　102,000円（税込）
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音響製品



《デンダック》やＣＤプレーヤーセットからス
ピーカーに繋いで音楽を楽しみたい方へ

＊＊＊＊＊＊＊＊
　ヘッドフォンアンプや《デンダック》を買っ
て頂いた方。
　スピーカーからも
音を出して音楽や自
然音を楽しみたいと
いう方にピッタリ。非
常に音質が良いパソ
コン用のスピーカー。
　ヘッドフォンジャッ
クかラインアウトに接
続します。
　パソコン用の外部スピーカーは沢山出て
いますが、過去、私は何十種類も試して
きて最終的にこの製品に辿り着きました。
　爽やかな音で聴き疲れしません。
　手に入らない方はご注文下さい。
　（トレーニングには使えません。）

色は白と黒　9,900円（税込）

　音飛び防止
に。Ｃ Ｄ、ＤＶ
Ｄプレー ヤ ー
の必需品です。
音を読み込む
レーザーレンズ
が汚れると、音
が出ない？音が
飛ぶ、などの現

象が起こります。故障と思ったら、まずレン
ズクリーナーを試してください。
　お近くで手に入らない方はご注文下さ
い。

湿式レンズクリーナー　1,940円（税込）

【レンズクリーナー】

【ダイヤフィンガード】

私の愛用品！

　世界最小４ナ
ノ、丸 形 のナノ
カーボン。●電
気の接点改質剤
として開発され
た優れた性能。
●テレビ、メガ
ネ、車のウインド
ウ、ワイパーや動

きが悪くなったパワーウインドの内外にも
便利。
  １回のスプレーで約３兆のナノダイヤモン
ドを噴出。
　私はあらゆる所に多用している愛用品で
す。
　（標準品の）ヘッドフォンジャックにス
プレーしてみて下さい。音が良くなりま
す。
スプレー 10ml（写真右）１本　1,440円（税込）
ポンプ式300ml（激安）１本 　4,320円（税込）

パソコンと共用、ヘッドフォンアンプ

　ＤＶＤプレーヤー接続用とパソコン
（ＵＳＢオーディオ）を共用にしたＵＳＢ
オーディオ内蔵のヘッドフォンアンプも
用意してあります。（デザインは同じ）

（高さ29㎜×幅74㎜×奥行き59㎜）
会員価格　34,550円（税込）

【不思議な石鹸】
　この商品もフライパンの開発者、変な
オジサンの商品で、もう十数年扱って、定
番品になっています。
　お得意様はこのキャンペーンでまとめ
買いして頂いています。
　詳しい成分は教えてもらえませんが、
自然由来の製品で、香料を使っていませ
んので従来の石鹸の臭いはしません。良
い香りとは言えませんが、その香りが残

　《亜麻仁油生搾り》
　歳と共に減少していく、オメガ３。この
亜麻仁油はオメガ3の宝庫です。

　必須脂肪酸は
体に入るとDHA
やEPAに 変 化 す
る。
　このサプリは
他の製品に比べ
て劇的に安いと

（ 毎 日 飲 ん で も
２ヶ月以上）愛用
し始めました。

　酸化しやすく保存が利かないと言われ
ていますが、この亜麻仁油は保存がきき
ますので安心です。
　健康維持のため、１日４〜８粒を目安
にします。

　お徳用550粒入　9,720円（税込）

　ＣＤラジカセでトレーニングをしている
方、もしくは《デンダック》でパソコンから
離れられず不自由をしている方にお勧めで
す。
　ヘッドフォンアンプセット、即ちＣＤプ
レーヤーセットです。
　DVDプレーヤーとヘッドフォンアンプを
セットにしました。（DVDプレーヤーはCD
も再生できます。）
　この音質は20万円クラスのヘッドフォン
アンプに匹敵いたします。

会員価格　24,780円（税込）

ることはありません。
　我が家ではすでに十数年この石鹸しか
使っていません。
　旦那様のキツイ加齢臭が取れたと喜び
の電話を頂きました。
　体臭、加齢臭も取れ、肌に刺激が少ない
石鹸です。クレンジングクリームも不要。
肌が突っ張りません。アトピーの方は唯
一使える石鹸だと愛用頂いています。
　半年前から80g→100gと一回り大き
くなりました。それに連れて価格が上が
りました。値上げではありません。
　不思議なオジサンが作った不思議な石
鹸。

通常価格１個　2,700円（税込）
キャンペーン価格  

１個　1,875円（税込）
５個　9,125円（税込）
７個 12,425円（税込）

10個以上１個につき　1,675円（税込）
キャンペーン期間中は何回でも。
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外部スピーカー
健康食品



年末年始の休みのお知らせ
平成29年12月28日㈭〜

平成30年１月４日㈭

定休日、営業時間
定 休 日　土日、祝祭日
営業時間　10時〜18時

　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。
　 1月21日（第３）／ 2月18日（第３）
　 3月18日（第３）／ 4月15日（第３）
　 5月20日（第３）／ 6月17日（第３）

　お知り合いを体験セミナーに是非お
誘い下さい。
　ご都合が悪い方、音楽や語学で録音が
必要な方は別途お受け致します。
※紙面の関係上掲載できない商品もあ
　ります。価格表をご覧下さい。

体験会のお知らせ

トレーニングシステム
開発秘話

第５話

ＫＪ法を勉強1989.42才

　そうこうしている内に、「聴こえて来
て」からすでに３年が経過した35歳の頃
の出来事です。
　肌寒い早春のお昼近くに近所に買い物
に出ました。
　家から１分ほど歩いていくと東横線の
菊名の駅があります。駅の階段にさしか
かった時、何の前触れもなく突然右頭頂
部から左脇腹を何か鋭いものが瞬間的に
貫いたのです。
　「アッ！」という声を出すゆとりもな
く、激痛に息も絶え絶えに階段下にしゃ
がみ込んでひたすら痛みをこらえていま
した。

　どれくらい経ったのかわかりません
が、痛みも和らぎ、何とか息もできるよう
になり、往来の激しい駅の階段にしゃが
み込んでいる訳にもいかず、立ち上がっ
て、貫いたと思われる右頭頂部を触って

みました。
　本当に貫いたなら頭は血だらけになっ
ているはずが、手には全く血などありま
せん。
　脇腹を触ってみても変化なし。目で確
認しても血らしきものはありません。

　「何だよ！」と降ってきた空を見上げると
晴れ間にポッカリと雲が浮いています。
　雷に打たれたわけでもなさそう。
　「クソ、何なんだよ！」と思いながら、ま
だ痛む頭と脇腹を押さえながら一歩踏み
出したら「ゲンゴ」。
　また一歩歩くと「ゲンゴ」、「ゲンゴ」、

「ゲンゴ」、「ゲンゴ」と頭に響きます。
　何でこんなに痛い時に「ゲンゴ」なんだ
よ。と恨めしく思った瞬間、「ゲンゴ…！
…？」。「…！」。
　待てよ、「言語か…！」。
　それまでまとめてあった5,000枚の
カードは５つくらいの大枠でまとまりま
すが、その５種類の因果関係が全く解ら

ずにいました。
　「言語」というキーワードをそれらに当
てはめてみたのです。
　するとその大項目が全て言語に当ては
まるのです。
　驚いて中項目の…。「…」「これも当ては
まる」「これもだ、これもだ。
　小項の…。「これもこれも、これも…」。
　最後はまるでトランプを切る如くにパ
ラパラパラとそれは凄まじい勢いで解決
していくのです。
　ゆっくり歩きましたが、たった100
メートルの間の出来事です。
　信号待ちをしているとき、「これは当て
はまらない」という項目いくつかに当た
りました。
　殆どは言語のキーワードで結ばれます
が、その中の１つ、「これは例外では済まさ
れないだろう」という項目が出たのです。
　信号が青に変わりました。その時ばか
りは「買い物などしている時ではない」
と、信号を背にして自宅に戻りました。
　さてその例外が、どう説明できるのか
を考え始めたのです。
　その例外の項目とは…。

　あの体を貫いたあの痛みは何であった
かは未だにわかりません。

【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。保存食にも

うってつけです。
会員価格１パック　290円（税込）

１0個以上は１パック　280円（税込）
※食品ですので会報の時期のみ取り扱い

ます。品切れご容赦！

　今回ご注文を頂いた皆様にはもれなく
伝聴研のカレンダーをプレゼントいたし
ます。万が一無くなってしまった場合に
はボールペンに換えさせて頂きます。

言語という天恵
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