
　今回は自然音日記をお休みして、今年
急に起こったお話です。

　この聴覚システムは、いつの日か、口伝
えで広がる事を期待した20年でしたが、
それは叶わず、市販品でヒットするとそ
の後は縮小という道を繰り返してきまし
た。
　しかし皆様のお役に立ちたいという一
心で励んで来ました。
　ヨーロッパやアメリカで作られたも
のに対しては、それほどの事ではなくて
も、直ぐに日本では取り入れますが、同邦
人が作ったものには信用がないのか、あ
るいは「そんなもの」と冷たい目で見るの
か、そんな癖が私たちにはあるようです。
それが一般的な日本人の特性なのでしょ
うか…。
　伝聴研会員の皆様は勿論これとは別の
次元に生きておられるわけです。
　このまま事業の縮小が続いた場合、何
年持つだろうか、と考えると虚しいばか
りでなく、夜も寝ていられなくなってし
まいます。
　以前から『中国で』、という話は時々持
ち込まれましたが、全て断ってきました。
　ところが今年３月、中国の幼稚園でや
りたいという急な話が持ち込まれまし
た。
　ある世界では有名な技術を持った方が
尋ねて来て下さり、急な展開になってし
まいました。一ヶ月もしないうちに、日本
人コンサルタントが飛行機のチケットを

送ってきました。
　中国だけはやりたくないとの思いも片
隅にありながら、一応の機材をバックに
詰め込んで出掛けました。
　翌朝、８時から夕方の６時までキッチ
リとした時間設定の上、参加者は関係者
15人くらいいたでしょうか。中には中国
の要人まで参加していました。
　そのしっかりした会議で、「これなら
やっても良いか」、と心に決めて、２泊の
北京滞在を終えて帰りました。
　思い返すと１円も使わず、観光もせず、
円卓で中華料理に舌鼓を打った北京旅行
でした。
　現在、中国で売り出すためのヘッド
セットを急ピッチで選定してもらってい
ます。
　しかし中国へ出すには権利の関係上、
おいそれといきません。
　そこで私の演奏の音源を活用すれば問
題ない。
　この２年、制作しては中止を繰り返し
ていた自分の演奏を使えば良いという事
だと、 途中までできている音源製作に着
手した。
　演奏の数が限られているので製作にと
ても苦労を強いられましたが、幼児教育
用として結果的に良いものができたと
思っています。
　中国での発売日はまだ決まっていませ
んが、先方では秋の販売開始を目指して
いるようです。
　この続報は12月に発行する32号の会
報でお知らせできるのではないかと思い
ます。
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《近況報告》

特　集
※新トレーニングCD発売
※《乾燥肌の足のかゆみ》が…
　 家庭菜園のコツ
※第18回 ぶらあぼ体験談
※第８回 開発秘話

株式会社

傳田聴覚システム研究所 第31号 2019年夏号

伝聴犬

※特売品は会報到着後より～2019年８月15日まで。　※掲載商品は全て税込価格です。
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。

《会員の皆様にお願いとサービス》
　商品代金のお支払いは商品到着
後、20日以内にお振り込みをお願
いいたします。
　会員の皆様がシステム製品をお求
め頂いた場合はもともと５％の割引
きをさせて頂いていますが、ヘッド
フォン付きのＢＯＸ製品を伝聴研へ
直接ご紹介頂いた場合はお礼とし
て、お好きなトレーニングＣＤ１枚
か、自然音ＣＤ２枚、あるいは優待券
2枚をサービスをすることにいたし
ました。（ご紹介で、販売店からの注
文は自然音ＣＤ１枚）
　どうぞ伝聴研システムを広めるお
手伝いをお願いいたします。
　優待券は“ハイパーリスナー”の受
講の場合は１枚5,000円。部品の場
合は2,500円相当になります。

　会報に載せている商品（一部を省
く）は通常期では会員価格のご提供
になります。



《 特 売 》

〈再生装置〉
❶古い会員様から未だ、「ＣＤプレーヤーは
なんでもよかったんですよね」。という問い
合わせがあります。

　何でも良い
と言っていた
時代は15年く
らい前までの
事で、その頃
からＣＤラジ
カセの粗悪化
が始まり、12
年くらい前に

は全滅となってしまいました。
　そのために苦労して「ＵＳＢオーディオ」
を開発し、その数年後ヘッドフォンアンプを
開発してきました。
　初めてお求めになる方にとっては余計な
負担となってしまいますが、トレーニング効
果は音質にかかっていますので、良い音質
のＣＤプレーヤーで再生して頂くためには
致し方ない方策です。
　アダプタープレゼント

キャンペーン特価　12,000円（税込）

〈バージョンアップ〉
❹一般的な能力開発の他、精神、体調など
はっきりとした目的でのトレーニングを
ご希望に方には微細な超音波を発生させ

ることがで
き る《 ウ ル
トラ》と呼
んでいるヘ
ッドフォン
をお勧めし
て い ま す。
ＢＯＸ製品
を付属して
いる標準ヘ
ッドフォン

をお持ちの方でさらに効果を上げたい方
にはバージョンアップをお勧めしていま
す。お手持ちのヘッドフォンをバージョ
ンアップ希望と書いて送ってくだされば
送料込み36,000円で改良いたします。
同時にヘッドフォンの性能をチェック
し、新しいケーブルと耳当て部分も新し
いものに交換しています。

❺これまで出張先などで聴きたいのだけ
ど、携帯できる製品がないのか、時々お問
合せがありました。お勧めとまではいき
ませんが、トレーニングに差し支えない
音質の携帯用ＣＤプレーヤーが半年前に
見つかりました。
　１台１台調べてから送り出していま
す。ご注文下さい。（販売というより斡

〈トレーニングＣＤの効果的な使い方〉
❷トレーニングは音に慣れてしまうと、
慣れるに従って効果が薄れてしまいま
す。１回のトレーニング時間は20時間、
できるだけ１ヶ月以内で終了させます。
　今回発売のトレーニングＣＤで合計
17種類のＣＤを発売した事になります。
　これを４分割にして１回のトレーニン
グで４枚を使い、A、B、C、Dセットと
４組にして使います。
　半年に１度のトレーニングとするとA
セットでのトレーニングに戻るのには２
年と４ヶ月が空く事になります。
　そこまでくるとAセットのトレーニン
グＣＤもかなり記憶が薄くなって新鮮な
気持ちでトレーニングができます。
　これが効果的なお勧めの方法です。

〈自然音ＣＤのお勧め〉
❸トレーニングをした耳は非常に細かい
音が聴こえる耳になっています。
　また感性も上がる事から、自然音ＣＤ
を聴くと、微細な音から、情景が浮かぶよ
うになります。
　これが大きなトレーニング効果に繋が
るようになります。
　お休みの期間の間は自然音ＣＤを是非

《伝聴研からのお知らせ》

【新トレーニングＣＤ】
No.14【追憶】発売

　１ページでご紹介したように、若き日
の私の演奏の第２弾です。
　《No.5 想い出》でコレという曲を使っ
てしまったために、果たして残った曲で
トレーニングＣＤ１枚ができるか、考え
続けました。
　途中まで作業しては長い中断。また作
業しては長い間の中断。
　そこへ中国の幼児教育用の話が現実味
を帯びてきたために悩んだ末、まず会員
の皆様へ新しいトレーニングＣＤを作っ
てしまおうと、作業と音源作りにかかり
ました。

　トレーニング用としては結果的にはと
ても強い刺激の内容になりました。
　是非お使い頂きたいと思います。

通常会員価格　9,310円
発売記念価格　8,500円（税込）

《トレーニング効果を
上げる為の方法》

使って、ヘッドフォンで10〜15分聴い
て頂く事をお勧めいたします。

　微細な音というのは自然が発する付録
的な音ですが、録音の専門家はこれをブ
ラックノイズと呼んで毛嫌いし、取り去
ってしまうか、目的の音だけ録音するた
めに集音器を使ったり、指向性の強いマ
イクロフォンを使ったりします。
　私は反対に自然が発するノイズをいか
に自然のままに聴かせるかというコンセ
プトで録音しています。
　世の中の自然音には妙に鳥の声がリア
ルなＣＤが殆どです。
　しかし私はリアル過ぎる録音はＣＤに
していません。何故なら環境音（自然が発
するノイズ）が重要と考えています。
　録音家にとってみれば私が没にした、
そうした録音は垂涎の的でしょう…。

キャンペーン特価➡価格表
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　“ハイパーリスナー”のトレーニング時
期のご希望には年によってムラがありま
す。去年はこの時期が割合空いていたか
らと予約を受け付けると、再トレーニン
グの方からの申し込みが重なって、混み
合う誤算となりました。
　そこで今後は予約の方法を変えてご予
約から１ヶ月以降に私の方の都合とお申

込頂いた方
の都合を調
整して機材
をお送りす
るようにし
たいと思い
ます。
　ご予約頂
いた方には

 “ハイパーリスナー”のお勧め

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）



《アミノ酵母》

《新製品のご紹介》

　この“アミノ酵母”は健康と美容に大切な
アミノ酸18種類、エラスチン、コラーゲン、
亜鉛、ビタミンＢ群、鉄、オリゴ糖を含みま
す。不足しがちな栄養素をまるごと補給で
きます。 

●“アミノ酵母”のアミノ酸を分析すると★
印の必須アミノ酸を含む18種類のアミ
ノ酸がバランス良く含まれています。その
他、栄養素も含んでいます。

●ビタミンB群（ビタミンＢ、ビタミンB2、B
６、B12、葉酸、ナイアシン、ビオチン、パ
ントテン酸）８種類を全て含みます。

● 詳しいデータはお買い頂いた時に添付
いたします。

　内容量150粒、１日10〜15粒お召し上
がり下さい。

定価1,730円（税込）
　今回お披露目価格３割引き

特価1,200円（税込）

　前回からご紹介したもろみ香酢との比較
がありますので、下記を参照して下さい。
　“アミノ酵母”と“もろみ香酢”どちらが体
に合うかを試してみられるのも良いと思い
ます。

旋ですので、新品故障以外の保証はメー
カーになります）

5,400円（税込）

❻BOX製品に付属しているヘッドフォ
ンは伝聴研特製の国産の高級品を使って
います。そのヘッドフォンとＣＤの音質
を合わせて制作していますので、他のヘ
ッドフォンでは効果が期待できません。
使わないで下さい。

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。登録がある限りは特価で
交換、もしくは修理を致します。（有償、サ
ービス価格）
※標準ヘッドフォンの単体販売はしてい

ません。

❼《ＣＤをコピーしても良いですか》とい
う質問を未だよく受けます。
　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。
❽ＣＤが壊れた場合交換を。
　ＣＤに傷がついてしまったり、破損し
てしまった場合には捨てないで交換をお
申し出下さい。交換の場合は１枚1,500
円。

《もろみ香酢》
　とても良い製品です
が、在庫限りのご提供に
なるかもしれません。まと
め買い歓迎いたします。
　熟成香酢はアミノ酸
が豊富！
　もろみ香酢は５年も
の間ジックリ熟成させ、
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　32種類の成分を絶妙にバランスよく
配合。

〈ナチュレソフィアプレミアム〉
　今回は歯磨きをご紹介いたします。
　以前からお付き合いのあった方から、
自分の大きな悩みから歯周病を改善させ
る歯磨きを作ったと送ってきました。
　本人が悩み、自ら開発し、難を逃れた歯
の手入れ用の歯磨きです。

歯磨き
お試しモニター価格

　私も子供の頃かかった歯医者のおかげ
で、歯をめちゃくちゃにされてしまって、
今、歯の悩みは大きいですが、残り少ない
歯の手入れは怠りません。
　皆様にご紹介し、好評であれば引き続
き扱っていきたいと考えています。
　パンフレットの一部をそのままご紹介
いたします。

　62歳までに５本の歯を失った私は「こ
のままじゃだめだ、自分の歯は自分でケ
アしよう」と強く決心しました。歯茎の痛
み、出血・口臭をどうしたらよいのか？大
きな課題でした。自然食品を前職として
いたので安心な原材料（例えば季節と共
に、ヨモギなどエキスを抽出して試しま
した）で、約５年間、口腔内ケアを諦めず
に思考錯誤しながら継続し、専門家と共
にようやく納得できるものが出来上がり
ました。

　１回少量の使用で経済的
※人体に優しい主成分８種類の天然植物

エキスを含有
※各種ハーブや銀イオン・プラチナイオ

ンで効果的な抗菌力
※塗るだけでもジェル状で、お口の隅々

まで届きます。
※白い歯や歯茎の痛み予防でリフレッ

シュ。
※舌や口腔内の粘膜も浄化して口臭予防

で爽快感。
※歯周ポケットにも浸透しやすく、使用

後のさっぱり感。

定価　3,240円（税込）
　今回のみモニター価格で５割引き
1,620円（税込）でお分けいたします。
　キャンペーン終了後は会員価格になり
ます。
　開発者本人の強いお勧めもあり、私も
使ってみました。
　テレビの宣伝でも30歳を過ぎると３
分の２の人は既に歯周病との事です。
　去る５月８日の「ためしてガッテン」
で、スウェーデンの歯磨き法を紹介して
いました。国民の殆どが虫歯知らずとか。
素晴らしい事ですね。
　目の衰え、耳の衰え、脳の衰え、全て咀

嚼（そしゃく）に大きく関わっているよう
です。
　脳に血流を促す最大の運動が咀嚼。
　近年、咀嚼は本当に大切な運動だと理
解するようになりました。
　歯は全身に影響を与えます。
　保険適用では本来の治療はできないと
自由診療に切り替えてしまった神戸の日
野先生、六本木の氏家先生。歯と体の大き
な関わりに気づかれたためでしょう。



　このバターナイフを天ぷらの油の中に
いれたら良いと紹介した通りにやったら
天ぷらが激変したとの嬉しいおたより。

「野菜炒めも美味しいです」というお便を
沢山頂き、喜んでいたところ、発売会社の

「変なオジサン」から電話があり「今後バ
ターナイフは作らないよ」と。

　「今とっても人気が出てきたのに」と
言った所、　「バターナイフは製造コスト
がかかる上に、これを天ぷら鍋に入れる
と鍋が要らなくなってしまって、苦情が
出ているんだよ」と…。

　前回から扱い始めた浄水器です。
　この浄水器は〈歓喜の響〉〈温泉円盤〉

〈蘇生砂〉などを作っている久保先生の会
社の製品。風化花崗岩を使った製品です。
　取り付けも割合簡単です。この浄水器
を４階のサロンに設置して、早速浄水器
の水を飲んでみたところ、富士山の湧き
水と同じ味で、甘く、癖がない素晴らしい
味でした。
　早く付ければよかったと後悔しまし
た。ソバ屋、豆腐屋さんも遠くに汲みに行
かなくても良いと、大喜びとの事です。

　粒状風化花
崗岩は海底火
山の地層が源
と な っ て 出
来た岩石で、
海 底 深 く に
7500万 年 も
の月日を掛け
て形成されて
いましたが、
隆起現象の際
に地表となり
650万年の年

月を経て風化した花崗岩です。

《浄水器》 【バターナイフ】

　これを利用したのが一連の商品です
が、自然のものは最高だと言うことは誰
もが納得するところです。その自然を支
えているのが、土壌。土壌の一部になって
いるのが岩石です。
　つまり自然の大本が岩石によって成り
立っているわけです。
　この浄水器はそんな自然の恵みをふん
だんに作ってくれる製品です。10年間
はフィルターの交換は必要ありません
が、水道中の浮遊物のみを除去するフィ
ルターは簡単に交換するシステムです。
目安は水量が減った段階です。

3,780円（税込）
　取り付けは（簡単です）関東の方は直接
発注会社が行ってくれます。遠方の方は
水道屋さんを紹介してくれます。
　取り付け費用は実費（１万円前後）です
が、据え置き型はお電話対応で、お客様で
も設置可能です。
　浄水器をお考えの方、お勧めの商品で
す。
※パンフレットはご希望があればお送り

いたします。
価格（設置料・運賃別料金）
●据置き用　　　　　　　　　
●アンダーシンク用           280,800円（税込）
●バスルームシャワー用　
★交換フィルター　　　　　 3,780円（税込）

アミノ酸18種 もろみ香酢 アミノ酵母
栄養素

イソロイシン★ 550mg 1,100mg
ロイシン★ 1,200 2,040
リジン 1,300 2,160
メチオニン 290 604
シスチン 1 319
フェニルアラニン 750 1,250
チロシン 140 869
スレオニン 820 1,560
トリプトファン ナシ 324
バリン 860 1,720
ヒスチジン 330 621
アラニン 3,400 2,990
グルタミン酸 4,100 4,040
セリン 1,300 1,760
グリシン 9,500 3,680
プロリン 4,900 2,370
アルギニン 2,900 1,970
アスパラギン酸 2,000 2,960
クエン酸 6,100 6,000

アミノ酸を25倍に濃縮します。液体黒酢
に比べて十倍ものアミノ酸が含まれてい
ます。
　一部の香酢は出来上がって直ぐに出
荷されますが、この香酢は専用の部屋で
ジックリ寝かします。

もろみ香酢の３大特徴
・無農薬・６種類の雑穀
・５年の長期熟成
・25倍の濃縮。アミノ酸17種類
こんな方にお勧め
　＊朝、起きるのが辛い。
　＊体が重いと感じる
　＊体調を整えたい
　＊お肌に元気がない
　＊お酢や黒酢が苦手
　＊毎日元気に過ごしたい

　お手頃な値段ですので、一度試してみ
られる事をお勧めします。
　入荷が不安定ですので、まとめ買いを
お勧めいたします。
１日２〜４粒を服用

60粒入り１箱　1,620円（税込）
２箱　3,100円（税込）
３箱　4,500円（税込）

　ヌカは糠味噌に使うくらいで身近であり
ながら直接接する機会がなくなってしまい
ました。
　酸化するとヌカ独特の臭みが出てしまい
ます。
　健康食品で玄米が広がっていますが、
本来はこの胚芽を取らずに食べる事が栄
養価の高い完全食品に近いのだと言いま
す。
　しかしあまり美味しくないために私た
ちは精米をした米を食べています。

　胚芽は
時間が経
つと一般
のヌカの
様に酸化
するため
に独特の
臭みを発
します。
　しかし
このスー

パー NUKAは精米直後に特殊なフィル
ムで真空パック詰めにしてあるために臭
みはまったくありません。
　これをフランパンでカラ煎りしてビン
などに保存します。
　それをあらゆる料理にふりかけとして
使います。臭みも全くなく、きな粉のよう
な味わいです。
　引き続き扱いますが、賞味期限があり
ますので、注文を頂いてから発注いたし
ます。
　初回の方は説明書100円を一緒に買っ
て頂きたいと思います。
　詳しくは前号をご覧下さい。
　とても良い健康食品です。

説明書　100円（税込）
１袋　540円（税込）

３袋　1,500円（税込）

4
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《スーパー糠（NUKA）》



会報31号価格表
注文受付期間： 会報到着後～ 2019年８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。　※キャンペーン終了後、会員価格になります。
ページ 商　品　名 会員価格 数量 計

２

40分トレーニングCD〈追憶〉　発売記念価格 ￥8,500
“ハイパーリスナー予約”申し込み（今なら入会金1万円のサービス）返金はできません ￥10,000
《デンダック》(アダプタープレゼント) ￥12,000
トレーニング用ヘッドフォンバージョンアップ	 	 ¥36,000

３
携帯用ＣＤプレーヤー ¥5,400
歯磨き〈ナチュレソフィアプレミアム〉モニター価格（定価	￥3,240） ¥1,620
アミノ酸酵母　150粒　（定価	￥1,730➡お試し価格） ¥1,200

４
もろみ香酢　60粒　（1箱	￥1,620 ／ 2箱	￥3,100	／ 3箱	￥4,500）➡
スーパー糠（NUKA）　（説明書	￥100 ／ 1袋	￥540 ／ 3袋	￥1,500）➡
浄水器（送料、設置料別） ¥280,800

７

バターナイフ ¥3,950
フライパン ¥19,000
天ぷら鍋 ¥19,000
車用触媒《MG-Z》 ¥35,000
深海鮫《生肝油》　60粒（1箱	￥1,720 ／ 3箱	￥4,800）➡

８

不思議な石鹸　	○をする↓	
	1個（￥1,875）／ 5個セット（￥9,075）／ 7個セット（￥12,215）／ 10個以上の単価（￥1,665）➡ 	

亜麻仁油生搾り　550粒　（1袋	￥9,000 ／ 3袋	￥24,000）➡
でんでん米　（1パック	￥340 ／ 10パック以上ご注文の単価	￥310）➡
天然オリゴ糖　ラフィノース　60本　キャンペーン価格（1箱	￥3,480　3箱	￥10,000）➡

９

ダブルリンク　10錠入り	￥15,000　　20錠入り	￥30,000➡
桑の葉茶　20パック　（1袋	￥1,500 ／ 3袋	￥3,800）➡
還元リップバーム　（1本	￥3,400 ／	3本	￥10,000）➡
足楽です輪　（1セット	￥2,160 ／ 3セット	￥5,000）➡
《蘇生砂》　1kg　（1袋	￥1,000 ／ 3袋	￥2,700）➡

10

超ミネラル水／「歓喜の響」　2L　1本目（￥9,000）　初回の1本目のみの価格です ¥9,000
超ミネラル水／「歓喜の響」　2L　2本目から（￥10,300）　2本目以降の価格です ¥10,300
温泉円盤（Spa	UFO） ¥39,000	
《アレックス》(ホワイト） ¥240,000

11

《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	本体紺網黒のみ）（三脚、DVDプレーヤーなし） ¥477,000
別売　D2用三脚2本組 ¥11,310
別売　DVDプレーヤー +接続ケーブル ¥5,910
CDプレーヤーセット標準品（ヘッドフォンアンプセット）特価 ¥29,800
CDプレーヤー USB付セット（ヘッドフォンアンプセット）特価 ¥34,700
パソコン用推薦小型スピーカー（白･黒）←色を選択してください ¥9,900
ＣＤ、ＤＶＤ湿式レンズクリーナー ¥1,940
音のカタログご注文が音のカタログ1枚のみで、他に商品のご注文がない場合、送料は、￥200です（お支払いは、郵便振込のみ） ¥500
自然音CD　1枚	￥3,600、3枚	￥10,650、5枚以上は1枚￥3,500➡
「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（定価1枚￥9,800） ¥9,200

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

※ヘッドホ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。　　3,000円以上無料→
  送信の前に今一度ご注文内容をお確かめ下さい。



【特集１】 【特集２】

【特集３】

《乾燥肌の足のかゆみ》が… 《カニシャボテンの花》

《家庭菜園のコツ》

　私は小学校低学年の頃から足の乾
燥肌で悩まされ、下半身全体がかさぶ
たで覆われ、朝起きるとシーツが血だ
らけになっていることは日常でした。
　掻きむしりは長い間続きましたが、
秋の痒さが始まる頃に我慢すること
と、クリームを塗り込む事で軽くはな
りました。
　クリームをあれこれ変えて、ようや
く一つの安い美容液にたどり着きま
した。
　昨年の秋、その美容液でも痒さが
止まらず、薬局で「かさ肌、かゆ肌」と
いう専用の乳液を買い、昨年はそれで
過ごせました。
　その後、それでも痒みが止まらな
くなり、同じ種類のクリームに換えた
所、すっかり痒みから解放されまし
た。
　安心して、いつものように風呂から
上がった後、「そうだ！」と思いついた
事がありました。
　以前から「日本人はきれい好き過ぎ
る」と言われています。
　石鹸で洗うと油から良い菌まで流
してしまう。
　そんな事を思い出した時、テレビで
ある医者が「俺なんか１週間に１回し
か体を洗ってないよ」と言った事を思
い出し、「そうか自分もやってみよう」
「風呂に入らない訳ではなく、風呂で
ストレッチだけやって出る」と言うこ
とだ。
　１週間ほど経って、「アレ！」痒くな
い。これならクリームを塗らなくても
痒くはないのではないか。と試しに何
も塗らずに数日過ごしたが、全く痒み
がないのだ。今は何十年ぶりかの綺麗
な足になっています。
　痒みで悩んでいる方は一度実践し
てみて下さい。

　カニシャボテンのブームももう
とっくに終わりましたが、当時売って
いる店ではたっぷりと水を含ませた
状態で店に出ています。
　育てた方も売っているカニシャボ
テンは家に持って帰ると折角の花芽
も半分くらいになってしまいます。と
言っていました。
　今にも咲きそうな沢山の花芽もポ
ロポロ半分以上も落ちてしまいます。
　それを見て本当に残念でなりませ
んでした。そのカニシャボテンも翌年
家で花芽を持ちます。当時忙しくて、
手入れも行き届かなく、折角花芽を
持ったからと家の中に入れました。
　そしたらどんどん花芽が大きくな
り、全部咲いたではないですか。鉢を
見るとカラカラ。水を全くやってな
かったためにシャボテンの葉もしわ
しわ。それでもけなげにさくのです。
　だんだんとカニシャボテンも増え
ていきますが、忙しさで水も殆どやら
ず、でも花芽を持ってくれます。可愛
そうだと水をやると花芽は殆ど落ち
てしまいます。

　そこで「なるほど！」と思ったのは、
家に取り込む前には、水を切ってしま
うことだと気付きました。
　この方法だと持ったつぼみは全部
咲かせる事ができます。但し、水は花
が終わるまで絶対にやらない事です。
　我慢できますか？

　今年はお風呂の湯船の縁に板を敷
き、そこへ置いて楽しみました。
　そしたらどうでしょう。２倍くらい
花が持ちました。きっと蒸気が良かっ
たのでしょうね。ヒヤシンスもやって

　蘇生砂でお知らせしているナス、小
玉スイカで上手く言った話に続きが
あります。
　勿論蘇生砂のおかげもありますが、
いつも、そろそろ実がなる、実がつく
頃と思うと、アブラムシがついたり、
ハダニでダメになったり、またウドン
コ病にやられたりと、これまで収穫し
たためしがありません。

　そこで昨年は一計を案じ、アブラム
シやハダニは葉の裏側に付く。それな
ら裏側から照らしてみたら蟻も寄り
にくいだろう、と。
　ガスコンロに使うアルミホイルを
土の上に敷きました。勿論飛ばされな
いように杭を打ちました。
　これが見事に成功し、ウドンコ病も
ありませんでした。
　特許をとろうと準備していました
が、残念ながら製品が出ていました。
　是非皆さんやってみて下さい。

みましたが、これも２倍以上元気に咲
いていました。日光を気にしなくても
良い花は湯船がとても花持ちが良い
ようです。
　是非やってみて下さい。



　前々回ご紹介したオイルポットとバ
ターナイフを使われた方からのご報告
で、胃もたれから解放された。という報告
がありましたが、残念ながらオイルポッ
トは製造単価が高いので今後作る気はな
いようです。

　相変わらず凄い人気と使用者からの感
激の声が沢山あります。

　開発者は、「これらの製品を使った油か
ら出る油分はベトベトにならないんだ
よ。ティッシュペーパーでサッと拭くと
取れるよ」。
　「白っぽいのがトランス脂肪酸なので
それが出ないから油分はサラサラ」。
　「トランス脂肪酸が肌をシワシワにす
るんだ。老化を促進してしまうんだよ」。

「この製品を使った方の肌はピカピカだ
よ」。
　と驚くべき事を言っていました。
　まるで強烈な健康食品を作り出す鍋
だったのです。

　そんな中、男性から変わった報告があ
りました。
※家で油を使うとクシャミが絶えないん

ですけど、不思議な事にクシャミが出
ない。

※天ぷらカスが真っ黒に焦げても油は最
初の状態の綺麗な油のままだった。

　新しい製品は屑野菜を炒めて表面の
コーティングを剥がして下さい。

※ＩＨが使えます。（磁石が張り付く）
※フライパンや天ぷら鍋にこびり付いて

しまった場合には擦って落とすより酷
い場合は火で焼ききってしまって下さ
い。

　この商品を使うと、とにかく美味しい
と評判です。

ＩＨ鉄たっぷり深型揚鍋 （蓋付） 

　勿論トランス脂肪酸をカット。
　使った方からは感謝の声。
　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1,320g　深型20㎝
外形寸法236㎜×219㎜×150㎜
容量2.8ℓ　適正油量1ℓ 〜 1.2ℓ
底面の厚さ　1.6㎜

27,000円→特価19,000円（税込）

愛車のために
　伝聴研のために特別に作ってくれた
MG-Z。
　油を初期化してしまうフライパンや
オイルポットと同じ人の製品です。
　「１〜２万キロに一粒足していけばオ
イル交換なしで８万キロは走れるよ」と
言います。
　しかし車検の時だけはオイル交換し
ています。
　24万キロ走っている私のデリカス

【天ぷら鍋】万能鍋

【MG-Z】

＊＊フライパン・天ぷら鍋等＊＊

　前回も一連の商品は追加追加の発注を
かけても間に合わず、ついに製造元にな
くなってしまいました。

　会員の多くの皆様が既にお持ちの事と
思いますが、新たな会員様も増えていま
すので、引き続きご紹介いたします。どう
ぞご親戚にも紹介して下さい。
サイズ直径　28㎝　　

27,000円→特価19,000円（税込）

《フライパン》 ペースギア。
　私は最近車検の時のみのオイル交換
で２万キロ以上走っています。
　もう製造はしませんので、最後の数
セットです。

　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。残り10セット
を切っています。

45,000円➡特価35,000円（税込）

　スクアレンは一般的に体内において
酸素をすみずみまで運ぶ手助けをしま
すが、歳と共に減少していきます。最近
は積極的に補うことが良いとされてい
ます。

　スクアレンを多く含んでいる食品は、
深海鮫をはじめ、オリーブオイル、綿実
油、アボカド油などありますが、含有量
でいうと深海鮫の肝油が群を抜いて多
いのです。
　光も届かない水深1,000メートルの
冷たい深層海水の中、酸素も少ない環境
下で生息する深海鮫の強靱な肝臓（肝
油）にはスクアレン（約80％）をはじめ、
さまざまな有用成分（約20％）が含まれ
ています。深海鮫の中でもアイ鮫は、体
重の４分の１を肝臓でしめます。肝油中
に含まれるスクアレンの量も他の深海
鮫を遙かに超える量を持っています。
　召し上がり方　１日約４〜６粒
　ソフトカプセル60粒入り

１箱　1,720円（税込）
３箱　4,800円（税込）

深海鮫《生肝油》

　私はニヤニヤしましたが、「そんな事な
いよ。バターナイフを買ってくれたお客
さんの殆どはその後フライパンを買って
くれているよ」と言った所。
　「なるほど、バターナイフが入り口を
作ってくれているのか」。「それなら伝聴
研用にだけ作ろうかな」と言ってくれま
した。今はまだ在庫がありますが、入荷が
はっきりしませんので、取り敢えず限定
30本。

通常4,500円➡3,950円（税込）

7
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《ダブルリンク》
これは凄い効果

　すっかり定着した製品です。
　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。
　２年前から扱い始めましたが、たいへ
ん評判を呼んでいますが、困った事に「人
に教えたくない」と。
　まるで伝聴研の聴覚トレーニング製品
のよう…。
　下記のような特徴があります。
　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。

・ 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即し、
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。　　　　

　《亜麻仁油生搾り》
　歳と共に減少していく、オメガ３。最近
特にこのオメガ３が騒がれテレビなどに
度々登場します。

　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。
　マイナス35度でも凍らない唯一の食
品。体に入ると脂肪を燃やすため体温を
高め、ダイエット効果も期待でき、また肌
にも便通にも。さらに花粉症などのアレ

健康食品

【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　340円（税込）
10個以上は１パック　310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！

　定期的に注文を頂いている方も多く、
すっかり定着したオリゴ糖。

　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
期待できます。
　詳しくは28号をお読み下さい。
　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。

《天然オリゴ糖ラフィノース100》

【不思議な石鹸】
　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。

　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。
＊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。
＊この石鹸だけはアトピーにも使えると

喜ばれています。
＊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ご愛用頂いてい
ます。

キャンペーン価格  
１個　1,875円（税込）
５個　9,075円（税込）
７個 12,215円（税込）

10個以上１個につき　1,665円（税込）
　キャンペーン期間中は何回でも。
　前回よりサービス価格です。
　キャンペーン終了後は会員価格になり
ます。

ルギーにも効果があるようです。アンチ
エイジング効果抜群のオメガ３です。こ
んな凄い効果があったんですね。
　１日４〜８粒を摂るだけです。
　１ヶ月は続けてみましょう。
　亜麻仁油は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。

お徳用550粒入り　9,000円（税込）
     　 ３パック　24,000円（税込）

　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。
　サンプルも準備してありますので、ご
注文のついでにご請求下さい。
4,100円→キャンペーン価格
２グラム×60本　１箱　3,480円（税込）

３箱　10,000円（税込）
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　蚕が食べる
葉っぱ？と恐
る恐る飲んで
み る と、と て
も 美 味 し い。
ちょっと飲む
とソバ茶のよ
う で、後 味 が

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、27号から紹介をはじめま
した。
◆桑葉は、天然の食物繊維が豊富。
◆ビタミン、ミネラルが豊富。
　糖質をおだかやにします。
　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。
ティーバック20袋入り、お試し価格　

１袋　1,720円➡1,500円（税込）
 ３袋➡　3,800円（税込）

《桑の茶葉》

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉

　注文多数、また効果が大きい所から病
院など扱い始め、生産が追いつかず追加

注文で入り難
くなってしま
いました。い
つも販売予定
数 の ２ 倍 以
上 の 注 文 を
頂き、追加発
注 が 追 い つ
かず、発送が

数ヶ月遅れてしまって皆様にはご迷惑を
おかけしてしまいます。
　26号から毎回ご紹介していますが、今
回も嬉しいご報告が寄せられました。ご
紹介いたします。
　「お尻にヘルペスができていて立ち上
がるのに苦労をしていました。また数年

　膝の痛い方、足腰が不調の方、是非お勧
めです。
　買って送られてくると、「えーこんなも
の、騙された」と思うでしょう。

　最初私も小馬鹿にしていた製品です。
　しかし、それほど高額な商品とは違い

《足楽です輪》

　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に力を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。

　昨年ベランダに鉢植えしたスイカ、ナ
ス、シシトウなどが上手くいったもので、
今年はナス、大玉のスイカ、キュウリ、エ
ンドウ豆、トマトにチャレンジしていま
す。勿論大型の鉢植えです。
　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）
３袋　2,700円（税込）

《蘇生砂》

　前回会員様から体調不良の犬にミネラ
ル水を飲ませたら元気になったとご紹介
しましたが、元々このミネラル水を作っ
たきっかけが、風化花崗岩を採掘してい
た場所が空き地になったので、子供たち

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】

ぶりに口にもできてしまいました。
　そこで思い立ってリップバームを塗っ
た所、消えてしまいました」。
というご報告を頂きました。
　ヘルペスまで…。
　では…これにも…、と思い付く事は沢
山あります。
　今回も沢山在庫しておきますが、盛夏
になると柔らかくなって管理に神経を使
います。
　ご利用の方はできるだけ早めに注文を
頂きたいと思います。
　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
リップクリームです。
※小さな傷にも塗ると回復が早いです。
※シミが気になって塗った所、どんどん

薄くなっている。
※喉がイガイガしたので、外側から塗っ

たらたちどころにイガイガがなくなっ
た。

※鼻炎ギミの人は綿棒で鼻の中に…。
※難聴ギミな方は耳の周囲、もしくは綿

棒で耳の穴の中に…。
　体調が悪い場合には唇に余分に…。
　ひょっとすると快調になるかもしれま
せん。
　こうして素晴らしい商品に巡り会える
事は幸せです。

　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。
＊夏場は涼しい所で保管して下さい。
＊キャンペーン後の入荷は11月頃にな

ります。
キャンペーン価格１本　3,400円（税込）

３本　10,000円（税込）

10錠入り　15,000円（税込）
20錠入り　30,000円（税込）

※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。

　初めての方は念のため４分の１に包丁
で切って少しづつ増やしていって下さ
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。

（キャンペーンが終了すると通常価格になります。）

ますので、たまには騙されてみるもので
す。
　一度買われた方から次々と追加注文を
頂くのが効果の何よりの証拠です。
　極めて柔らかい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。

足楽です輪１セット　2,160円（税込）
３セット　5,000円（税込）
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【伝聴研オリジナル商品定番品】
《12面体用スピーカー》

【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。

のために動物を飼った。
　大雨の翌日動物を放した所、水たまり
の水を綺麗に飲み干してしまった。と
言っていました。

　蝶々がある川辺に集まって水を飲んで
いる、とか。動物がキケンをおかして崖の
中腹の土を食べに来る。などの映像を見
た事があります。
　我々はもうそうした本能が消えかけて
いますが、動物は不足した栄養を自ら探
して摂取しています。ですから当然の事
なのかもしれません。
　聴覚トレーニングも犬が静かに気持ち
良さそうに聴いて、健康を取り戻したと
いう事も当然、気持ちが良いという事が
分かるんですね。

　数年前からこの《歓喜の
響》に取り扱いを替えまし
た。「やっぱり元祖は素晴
らしい」との声を沢山頂き
ます。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
さを実感。
　成人病予防。病気になる

　一般の入浴剤の場合は白や黄色や緑な
どの色がついていたり、香料が入ってい
るので、いかにもそれらしく有り難く感
じますが、返ってお湯がピリピリします。
そのために暖まるかわりに肌に刺激を出
しますので、私のように乾燥肌の人は痒
くなってしまってたいへんです。
　一番風呂のピリピリ感はありません。
なのに温泉円盤はよく温まり、お肌もツ
ルツルに。

　この温泉円盤
は無色、無臭。
　透明な温泉の
味わい。
　香りや色でご
まかしません。
　初期投資は大
きいですが、１
日に換算すると
10円程度です。

【温泉円盤｛Spa UFO｝】

　腱鞘炎が酷くなり、また使ってみると
本当に楽になります。このアレックスを
使いながら、パソコンから離れられれば
治るのでしょうが、そうはいかないので
痛みに耐えながら、アレックスを使いな
がら騙しだまし、コンピュータに向かっ
ています。

　またドライア
イが酷くなると、
刺激を最小にし
ながら使います。
これも効果があ
るようです。
　先日、アレック
スが壊れたとい
う連絡を頂いた
方からお婆さん

の耳が聴こえるようになっていると連絡
を受けました。
　小型で使い勝手が良いので自宅では手
元に置いて直ぐに使えるようにしていま
す。
　効果の自覚がなくなったら１ヶ月くら
い空けた方が効果的なようです。
　美容効果・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。
　もともと38万円で販売していた機器。
　これを伝聴研の特注として一般用をプ
ロ用の強さに近づけた製品。（特別製品の
ためホワイトのみ）

　ホワイトのみ240,000円（税込）

プラズマ波発生機〈アレックス〉
【健康用機具】

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。
飲む目安、通常時
　体重60㎏の方は１日60cc

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）

　この温泉円盤は一般の入浴剤に比べる
と反対に１〜２度体感温度が下がりま
す。
　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。

定価44,280円→39,000円（税込）
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【第18回】　作曲家　Ｉ．Ｔ
　作曲一筋20年以上のキャリアを誇り、
作品もオーケストラからオペラ・ミュー
ジカル・童謡・ＤＴＭなどに至るまで、多
岐にわたって大活躍しているＴさん。人
よりも優れた音感の持ち主に、「必ずやプ
ラスになるから」と『聴覚訓練』を勧めた
のは奥様で、前回【17】に紹介したピアニ
ストのＭ.Ｙ.さん。学生時代実技のレッス
ン中に、他の学生の演奏で楽譜にある音
と違う音や、出さなかった音を教授に指
摘してたびたび驚かれた経験から、もと
もと耳は良いほうだと自覚はしていた
が、妻の成果を間近で接して高い関心を
寄せつつも、《自分の変化》について想像
できず、半信半疑だった。
　体験後、「作曲家の業みたいなもので、
処理音が五線譜になって頭を廻って曲に
なってしまう」ため訓練効果が期待出来
ず、「処理音を単なる音として、徹底的に

耳に入れる努力」をしばらく続けるうち
に、大きく３つの側面で効果が現れた。ま
ず、演奏者の前に進まない演奏のモタツ
キ、今まで気にも留めていなかった音の
アラみたいなものが、どの人を聴いても
ほぼ気付くようになったこと。次に、それ
らの発見に伴って、演奏者の精神状況（音
の出し方）で、《決定的な音の違い》が明ら
かになった。心を無にすると音は音でし
か伝わらないが、少しでも心が入ると、そ
れは曲になり、相手の精神状態まで伝わ
っていく『聴覚訓練』で得た経験が付加価
値を呼び、全く新しい発見へとつながっ
た。さらに、インスピレーションがこれま
で以上に沸くようになり、たくさんの表
現が言葉で説明しなくてもうまく演奏サ
イドに伝わるようになって、『聴覚訓練』
によって得た効果は、作曲にもプラスに
繋がったと、自信を込めて語っていた。

 “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

音響製品



　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目の前
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
た私の会社。
　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。
　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。
　私の会社の４階には天井から吊り下
げてありますが、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。
　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。

スピーカー（２個１組）セット価格
《D２》スピーカー 129,600円（税込）
《D８》スピーカー 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。
　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。

アンプ価格
D２用アンプ単品 　 87,000円（税込）
D８用アンプ単品　 102,000円（税込）

《アンプ・スピーカーセット価格》
D２スピーカー＆アンプ一式　216,600円（税込）
D８スピーカー＆アンプ一式　477,000円（税込）

ヘッドフォンアンプセットのお勧め
　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ＤＶ
Ｄ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。）

（高さ29㎜×幅74㎜×奥行き59㎜）
　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　29,800円（税込）

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）にも接続できるＵＳ

《ＣＤプレーヤーセット》

《デンダック》やＣＤプレーヤーセット
からスピーカーへ音を出したい方へ

　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。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）

必需品です。
　音飛び防止に。ＣＤ、ＤＶＤ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。

　プレーヤー保護のため1,000円以上の
ものをお使い下さい。

湿式レンズクリーナー　1,940円（税込）

【レンズクリーナー】

Ｂオーディオ内蔵のヘッドフォンアンプ
２種類があります。（デザインは同じ）
ＵＳＢとＤＶＤ共用アンプセット

34,700円（税込）
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夏休みのお知らせ

2019年８月10日㈯〜８月18日㈰

定休日、営業時間
定 休 日　土日、祝祭日
営業時間　10時〜18時

　　 7月21日（第３日曜日）
　　 8月 4日（第１日曜日）
　　 9月 8日（第２日曜日）
　　10月20日（第３日曜日）
　　11月17日（第３日曜日）
　　12月15日（第３日曜日）

　左記の日程で、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。
　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８話

出版社探し
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＊＊＊＊＊出版社探し＊＊＊＊＊
　遡る事約十数年前、私は吹奏楽連盟
の理事をしていたことがあった。その
理事会の後に、席を移して地元の温泉
で慰安会があった。食事の後は酒も
入って皆どんちゃん騒ぎ。付いて行け
ない私は部屋へと戻った。
　私の荷物の所には既に布団が敷かれ
ていて、横には尊敬するフルート奏者
で作曲家K先生が布団にうつ伏せにな
り本を読んでいた。
　この方は当時私が勤めていた音大の
教授でもあり、時々学内でもお会いし
たことがあった。
　話し始め、私の研究を話した。でも全
く新たな分野なので出版が叶うかどう
か。という事を話した。

＊＊＊＊＊芸術現代社へ＊＊＊＊＊
　教授は「それなら芸術現代社に行き
なさい」「あそこは大衆に媚びを売らな
い、良い出版社だ」と。
　以来、本が書けたらこの出版社へ。と
いう夢を持っていた。
　その十数年後、その事を念頭に作業
を進めていたために当然、完成した80
ページの原稿を持って恐る恐る芸術現
代社を訪ねた。

　苦虫を噛みつぶしたような社長の顔
は恐ろしかった。
　私は訪ねた経緯、今から10年前に
…。と話した。
　「よろしくお願い致します。」と原稿
を置いて帰宅した。
　数日後、電話で呼び出しがあった。
　行ってみると、「君ね、こんな事言え
る訳ないだろう」
と、素っ気ない返事。
　「O氏を訪ねてみたらいいだろう」
「彼も変わった論の持ち主だ」、と。
　スゴスゴ帰って、一応訪ねてみたが、
変わりすぎている人物で、何の収穫も
得られなかった。

＊＊＊＊＊他の出版社へ＊＊＊＊＊
　当てもない出版社探しが始まった。
音楽関係書を出している大小の出版社
を片端から歩いた。読んでくれる気配
もない。
　当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった音楽
の友社では若い女性の担当者は「もっ
と勉強をしなさいよ」と、怪訝な顔をし
て言ってきた。
　仲介業者も頼んで、様々な出版社を
回った。

＊＊＊宅急便のアルバイト＊＊＊
　出版社を回っては、回答待ちを繰り
返していた。
　仕事は１週間２日程度、仕事もなく
本は纏まって、やることがなくなった。
そんなとき、本を纏めるために買った

マッキントッシュだが、もう一つの目
的である例の「聴こえて来た音」を人工
的に耳へ刺激する方法の模索であっ
た。当時それをやろうとすると基本的
な装置ですら数千万円の音響装置が必
要だったので、当時は諦めていたが、音
の編集ができるコンピュータソフトが
出るのを待ち続けていたのだった。
　暇を持てあましていたそんな時、
マック用の音の編集ソフトが出たとい
う情報を得た。
　調べてみると８万円近い。
　貧乏のどん底をやっていた僕にはそ
のお金の出どこがない。
　そこで手軽なアルバイトを思い付い
た。持っていた車の持ち込みでヤマト
の宅急便の配達だ。
　ところが横浜市内なので、もし生徒
の家の配達だったらどうしようとビク
ビクしながらやり始めた。
　教師仲間ではつまはじき者だった
が、学生達の間では有名人でもあった。
うっかり町中を歩こうものなら、翌日
は噂になり、一週間も経つと学校中の
噂になっている。学生達の態度を見る
とその事は良くわかった。
　宅配に回っていたそんなある日、心
配していた大事件が起こった。配達先
の一軒から若い女性が出てきて「ああ
先生こんにちは、どうしたんですか？」
と。
　バツの悪さこの上ない。
　８万円を貯めると直ぐにアルバイト
を終了させてソフトを買った。


