
　11号でお知らせした裏磐山の爆裂火口
の録音で悔しい思いをした事はつい先日の
ように思っていましたが、もう10年も前の
事になってしまったようです。
　爆裂火口は幅が２㎞くらいあるでしょう
か。高さが200〜300メートル。その崖か
ら岩石が火口に崩れ落ちて来る音が凄ま
じい。
　カーン。クワーン。岩がピンポン玉のよう
に飛び跳ねながら火口壁を落ちて行く。
　火口壁にこだましながら周囲の岩を巻き
込み落ちて来る様は凄い迫力だ。
　立ち入り禁止の火口に入り込み、一番高
い壁の真下、いつ岩が落ちて来るか上を見
ながら恐る恐る録音機をセットした。
　少し離れた大きな岩陰に身を潜め、落石
を待った。
　１時間に３回４回落ちて来ただろうか。し
かしたいした録音にはならなかった。
　ところが、セットした崖下の録音機付近
から私を呼ぶ声がする。「おーい、傳田さー
ん」
　ペンションオーナーの木村氏夫婦だっ
た。

＊これまで会員の皆様がホームページ
からお買い頂くと割引ができません
でしたが、「ツクツク」というショッピ
ングモールに出店いたしました。この
ツクツクでお買い頂くと聴覚トレー
ニング関係は５％のポイントがもら
えます。他社製品の少ないものでも
３％のポイントがつきます。どうぞご
利用下さい。ホームページから飛ぶ事
もできます。

　https://tsuku2.jp/noutore
　どうぞご利用下さい。

1

自然音日記

富士山の大沢崩れ

特　集
※プロゴルファーに提供
※トレーニングの方法
※第19回 ぶらあぼ体験談
※第９回 開発秘話

株式会社

傳田聴覚システム研究所 第32号 2019年冬号

伝聴犬

※特売品は会報到着後より～2020年１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。
　メールアドレスの登録がある場合は引
き続きＰＤＦでメールに添付してお送り
しています。

＊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
フォン付きのシステムを伝聴研へ直
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”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。

dendafumio
ノート注釈
写真を差し替えて下さい。



　昨日は｢危ないから｣と、あれほど僕を止
めたのに何と道もないブッシュをかき分け
て来たと言う。
　コーヒーと弁当を持って来てくれた。
　霧雨が落ちて来て寒くなった。
　彼らを待たすのも、という気もあって帰る
事にし、録音機を引き上げた途端、カーン、
コーン、クワーンと、今度は響き渡る…。
　「どこどこ！」、と岩陰から見上げると崖の
最上部に豆粒みたいな岩が踊っていた。
　その岩が跳ねる度に次第に岩を巻き込
んで２つ４つ８つ。100、200。とうとう岩
なだれになった。
　何万という岩が崩れ落ちて来たのだ。岩
陰から首を出したり引っ込めたり。
　幸い殆どの岩は私たちの右側に流れ、幾
つかが私たちの方へ向かってきた程度だっ
た。
　唖然として、ただ「スゲー！」と見守ってい
た。
　しかし、録音機は撤収した後の祭り。悔し
さだけが残った。
　帰って酒盛りの時、「悔しいからって大沢
崩れだけはいかないでよな」と酒盛りに同
席したもう一人の友人、唐橋氏から釘を刺
された。｢………｣。
　その10年後の今年。
　普段事務所で座りっぱなしの超運動不
足の私だが、２週間に一度の休みを、録音
を兼ねて河口湖に行っています。折角行き
ながら富士山麓のみで、富士山の４合目以
上は行きませんでした、当然５合目にある
大沢崩れには行くことはありませんでした。
　大沢崩れまでは５合目から富士を周遊し
ている歴史ある御中道（おちゅうどう）とい
う平らな登山道があるといいます。そこを
進めば大沢崩れに出るらしい。
　途中でへばったら引き返せば良いかと、
マイカー規制が解ける９月初旬、大沢崩れ
行きを決断した。道中２時間30分という行
程なのだが、へたった私の足では行けたと
しても３時間？！
　インターネットで調べてみても写真と解
説はあるが、要領を得ない。
　どうせなら地図だけの方が良いがそれも
ない。
　御庭（おにわ）の駐車場から入るらしい
が行けば分かるだろうと出掛けた。
　駐車場の係員がココを行けば良いと教え
てくれた林道を上がって行った。
　引っ切りなしにヘリが離発着を繰り返し
ている。
　大沢崩れの土砂ダムを造っているらし

い。
　ヘリポートを越え進んで行くと開けた周
遊道らしき所に出た。どこにも大沢崩れの
看板がない。
　見誤ったのかと、仕方なく引き返したら
直ぐに、小さな小さな道標が出ていた。
　「エー、こんな所に？」
　江戸時代から続く何百万人が通っただ
ろう歴史ある登山道がコレ？
　兎に角入って行くと、直ぐに崖崩れのた
め通行禁止の規制ロープが張られていた。
　「それで案内板がないのだ」と理解でき
た。
　折角きたのだから「行ける所まで」と進む
とまた規制ロープ。
　出会った人、数人に聞いてみると「行ける
よ」と言う事だが、
　「通行できないので上に行ったが藪漕ぎ

（やぶこぎ）が大変だった」と言う一行。
　「ああ、直ぐに越えられるよ」という二組
に出会う。両極端だ。
　兎に角進んでみるとまた規制ロープ。
　その先の道が怪しいので迂回した。
　確かに崖崩れがあって心細い急斜面を
数カ所越えた。
　どこが通行止めなのだろうか？と思った
時、帰りの人にまた出会った。
　「下の道ってどう行くんですか？」
　「これが下の道ですよ」
　偶然通行ができる下の道に入っていたら
しい。
　ともかく３時間強で大沢崩れの地点に到
達できたが、これまで快晴だったが、谷はガ
スがかかって全く見えない。
　録音機を仕掛けたが、７分に１回くらい
ガラガラと音がするが、崩れている箇所は
どうも200メートルくらい上部のようだ。
　たいした音が録れそうもないので40分く
らいで引き返した。
　帰り道はすっかり日が暮れてしまって危
うい所だった。

　翌々週再び行ってみた。天気は悪いもの
の、大沢崩れにはガスがなく見通せた。
　なるほど凄い谷だ。
　途中で来た人たちがいたが、「スゲー、何
回も来ているけど初めて見えた。スゲー」と
感嘆の声を上げていた。
　確かに凄い谷だが比較するものがない
ので大きさが今一つ掴めない。
　対岸上部の林から落ちかかっている針
葉樹が、小さな楊子くらいにしか見えない
事から、この谷の大きさを想像する。

《わかさにCDが》

《プロゴルファーに供給》

　月刊の健康雑誌の〈わかさ〉に耳鳴り解
消法として自然音ＣＤが付録になりま
す。耳鳴りは保証しませんが、千円以下で
自然音ＣＤが手に入りますので、是非お
買い求め下さい。
　2020年１月発売号か２月の発売にな
ると思います。

　私の関係者から「石川遼選手の成績が
上がらなくて悩んでいる」と石川選手の
コーチが、「どうにかならないか」という
悩みを聞いた事をきっかけに、電話をく
れました。
　早速“ブレインスイッチＢＯＸ”を提供
しました。
　しっかり使ってくれれば石川遼選手の
成績が上がると思いますが、果たして使
うでしょうか？
　とことん落ち込んだ人でないとなかな
か信じない事から、あまり期待はできま
せんが、一応結果を待とうと思っていま
す。

　前回お知らせしましたように音響製品の
製造が中断しています。
　ヘッドフォンアンプ、ステレオアンプは相
変わらず入りません。ご注文頂いた方には
たいへんご迷惑をおかけしています。
　矢の催促をしていますので今しばらくお
待ち下さい。
　「USBオーディオ」《デンダック》がようや
く入り始めました。今後予約は受けずに入
荷をしてから販売するように致します。

《伝聴研からのお知らせ》

　いつかこの上部の大きく崩れている箇
所、200メートル直登して録音したいと考
えています。
　直登なので、いつ体力がつく事か、雪が
降るまで通い続けようと思っています。
　しかし仮に岩崩れの音が録音できたとし
て、一体どこに使うのか。あのような恐ろし
い音はとても聴覚システムや、自然音ＣＤに
はならないだろう！

　遠くから眺める富士山は左右対称の優
美な姿だが、中腹を歩いてみると、富士の
荒 し々さが凄い！
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〈バージョンアップ〉
　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
ご希望の方に
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

〈ＣＤをコピーしても良いですか〉
　今ではこういった質問は少なくなりま
したが、時々お問い合わせを頂きます。
　様々な理由から（一つには特殊な加工
をしていますので）必ず原盤をお使い下
さい。
　会員登録があれば、いつでも安価でＣ
Ｄを新品と交換しています。
　ＣＤ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。

１枚1,500円（税込）

＊ＵＳＢオーディオ《デンダック》が入
荷できないことから、音質の良いＣＤ
プレーヤーを探し、現在ＢＯＸ製品の
標準付属品として携帯用のＣＤプレー
ヤーを選定してご紹介しています。

　同じよう
な 製 品 は、
まだオーデ
ィオ量販店
で販売して
い ま す 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。新品故障が心配ですので、

〈トレーニングの方法〉
　トレーニングは音に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。
　現在40分ＣＤ11種類、重複がない七曜
精（“ミラクルサウンドBOX”）が３種類、《ブ
レインシンフォニー》３種類合計17種類の
トレーニングＣＤがあります。
　これはできるだけ数を揃えて頂いて新し
い刺激を得て頂くために開発して来たもの
です。

　１回に４枚ずつ使って頂いて、４セット
A、B、C、Dセットと４組できます。こうす
ると各セットは２年に一度しか聴かない事
になります。２年経つと２年前のトレーニン
グＣＤの記憶は少なくなりますので、新た

〈お休み期間に自然音ＣＤを…〉
　トレーニングをすると感性も鋭くなっ
てきます。その耳で自然音ＣＤを聴くと、
微細な音から、情景が浮かぶようになり
ます。
　例えば、水の音や、波の音には可聴音域
いっぱいまで満遍なく周波数が散りばめ
られています。
　また山の音はできるだけ葉のざわめき
など自然が発する雑音を好んで録音して
います。虫の音は鈴虫の3000Hz前後か
ら2万Hzの可聴音域まで虫の音が入って
います。
　トレーニングした耳にはそれらの音が
否応なしに入ってきます。
　頭頂部がぞわぞわしたり、背中あたり
に虫が這ったような感覚に襲われます。
これが脳に大きな血流を生んで、多大な
刺激を出している証拠なのです。

　トレーニング半ばや休み期間に是非自
然音ＣＤを使って下さい。
　こうした効果を得て頂くために、自然
音日記にあるような、笑い話の苦難を味
わいながら録音を重ねています。
　録音は10回出掛けて１枚のＣＤにな
れば上出来という、難しい作業を今も続
けています。

キャンペーン特価➡注文表下部

＊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

ませんが、《ウルトラ》ヘッドフォンは
販売しています。

＊ヘッドフォンの修理、バージョンアッ
プは12月５日㈭までに当社に到着す
れば、年内にお戻し可能です。

聴覚トレーニング関係

 “ハイパーリスナー”ご予約
　月によってムラがあった“ハイパーリ
スナー”の出荷も、予約を頂くようになっ
てからようやく安定的に皆様の元にお届
けできるようになりました。

　勿論飛び込
み注文もお受
けいたします
が、予約を頂
くと、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）

な気持ちでトレーニングをして頂けます。
　これが効果的なトレーニングの方法で
す。
　少なくとも２セットお持ちになってトレー
ニングをして下さい。

キャンペーン特価➡注文表下部

ヘッドフォンをお勧めしています。ＢＯ
Ｘ製品に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
はバージョンアップをお勧めしていま
す。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
部分も交換しています。
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付属するCDの枚数は
３〜５枚、

種類によって
異なります



ると少し短いことです。

　【MG-Z】の場合はガソリンタンク用の少
し大きな粒が１つ、エンジンオイル、オート
マオイル用の仁丹くらいの粒が８つ入って
います。
　ガソリンエンジン用は半永久。オートマオ
イル用も１回だけ、エンジンオイル用は１粒
２万㎞以上４万㎞くらい走れます。

　今回特別に作って頂いた《オイルサプリ
メント》はエンジンオイル交換時毎に１粒

（5,000㎞から１万㎞）入れて頂きます。ガ
ソリンタンク用は半年くらいに一度足して
頂きます。
　効力は同じ。効果を発揮する期間が

【MG-Z】より《オイルサプリメント》の方が
短いというところです。

　【MG-Z】は在庫限り。
　オイルサプリメントは手頃ですので、今後
扱って行きたいと思います。
　買われた方は「何でこんな高いのに、バカ
みたいに小さいの？」とガッカリされるかも
知れません。
　仁丹１個の大きさがこの価格です。
　触媒と思って頂きたいと思います。

オイルサプリメント １粒2,200円（税込）
燃料サプリメント　１つ2,200円（税込）
今回お披露目提供　各1,900円（税込）

【MG-Z】45,000円➡特価35,000円（税込）

　今は詳しく言えない【MG-Z】の驚くべき
効力ですが、時が来たらまたお知らせした
いと思います。

（７ページへ→）

　４年くらい前からこの車のオイル添加剤
【MG-Z】をご紹介しています。
　フライパンも石鹸も不思議なオジサンと
して紹介していますが、今私の案件と同時
にこの案件も中国で展開を計っています。
　今、毎日のように連絡を取り合っていま
すが、私の車が24万㎞走って新車のような
エンジンでオイル交換は２万㎞だとお伝え
していました。

　実はこの製品、今から十数年前に発売を
中止した理由について私に言ってくれませ
んでした。
　今回明かしてくれたその理由は、この

【MG-Z】の効果に驚き、発売直後に発売を
止めてしまったという事です。それを４年前
に私が無理矢理製造をお願いしたというわ
けです。
　「インターネットに掲載しないでくれ」と
言う理由は、知られたくなかった、と言う事
でした。
　その効果の具体的な事はまだ言えませ
んが、私が利用して驚いている性能の、少な
くとも百万倍、いや一億倍ほどの効果があ
るらしいと言う事です。
　フライパン等の製品を使って頂いている
方々は、その効果を想像して頂けると思い
ます。
　この【MG-Z】は残り在庫一桁台になって
いまして、増産はしないという約束になって
います。

【MG-Z】から《オイルサプリメント》へ
　そして今回、この【MG-Z】の効力を生か
した【MG-Z】とは別の製品を新たに伝聴
研の為に供給してくれる事になりました。
　《オイルサプリメント》というネーミング
です。【MG-Z】と同じプラスチックケースに
入っています。
　【MG-Z】と違う所は、ガソリンタンク用、
エンジンオイル用の効力が【MG-Z】と比べ

《新製品のご紹介》

１台１台調べてから送り出しています。
（販売というより斡旋ですので、新品故
障以外の保証はメーカーになります）

5,500円（税込）
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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〉

歯磨き

　歯磨きと言うより、歯を磨きながら歯
を丈夫にするサプリメントのような強力
な効果を発揮する歯磨き？です。
　前回ご紹介しましたが、大人気で歯に
悩みを持つ方はこんなに多いのだという
ことを改めて気づかされました。
　開発者本人の歯の悩みから自ら開発し
た商品で、ご自身も今では歯の悩みから
解放されたとの事です。
　数百の注文を受けましたが、使った方
から「とても素晴らしい」との声をたいへ
ん多く頂きました。

　私は１年前から使い始めましたが、も
しこの〈ナチュレソフィアプレミアム〉に
出会っていなければ、少なくとも合計３
回くらい歯医者に行ったでしょう。
　詳しい使い方はお買い頂いた時に使用
法をお付け致しますが、私は極細の歯ブ
ラシを後退してしまった歯茎に当てて歯
周ポケットのゴミを掻き出すように差し
込んでいます。

　この方法で傷んでいる歯茎の炎症を解
消させています。
　容量は少ないですが、歯ブラシの先に
１滴程度付ければ良いので大型の歯磨き
以上に長持ちしています。

※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3,300円（税込）
キャンペーン価格2,900円（税込） 

dendafumio
ハイライト表示
ゴシックに



　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。
　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。
　取り付けられた方からは「水って、こん
なに美味しかったんですね」という感想
を。
　粒状風化花崗岩は海底深くに7500万
年もの月日を掛けて形成されていました
が、隆起現象で地表に出ました。
　これを利用したのが一連の商品です。
　この浄水器は自然の恵みをご家庭で簡
単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

《浄水器》

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。3,850円

（税込）
　一度買ってしまえばとても経済的で
す。

　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。

　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           286,000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）

トランス脂肪酸除去の製品の
《驚くべき事》

　バターナイフ、フライパン、天ぷら鍋等
のトランス脂肪酸をゼロにするこの一連
の商品で、驚べき事を耳にしました。
　私の商品もそうだが、彼の一連の商品
も日本での展開はとても難しい事から中
国へと言う事で紹介をした。
　そのコンサルタントの連れが、フライ
パンに対して、「コーティングが剥がれて
しまえば効果が無くなってしまうでしょ
う？」と言った所、コンサルタントは「イ
ヤ、直ぐに鉄に染み込んでしまうんだよ」
それを聞いた開発者、吉川氏は唖然！
　彼らが帰ってから開発者は「アイツ何
でそんな事知ってんだよ」と。
　一連の商品に塗布してある触媒の役目
をしている塗布剤は、直ぐに鉄に染み込
んでしまうと言う事です。
　そのためにフライパンや天ぷら鍋が破
れない限り効果が持続するとの事です。
　それを聞いて、時々買った方からの質
問で、「焦がしてしまって、こびり付いて
落ちないんです」
　これを開発者に聞くと「火にかけて焼
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（→４ページより）

　今回初めて使ってみようか、と思う方
は直接伝聴研へ連絡をお願いいたしま
す。モニター価格が適用できます。　

1,650円（税込）

dendafumio
ハイライト表示
水汲みに



　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

深海鮫《生肝油》

　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。
＊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。

＊頭に使うと髪が生えてきたという報告
も多数あります。

＊肌に刺激が少ない石鹸です。
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2,610
円になります。

健康食品
《アミノ酵母》

　この“アミノ酵母”は健康と美容に大切

　 在 庫 が10個
ありますが、こ
の在庫がなくな
ると次の入荷は
夏になります。

27,000円→19,000円（税込）価格据置

《フライパン》

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。

【天ぷら鍋】万能鍋

き切ってしまって下さい」
　この事が、その時理解できました。
　いくら火にかけても穴が開かない限り
効果は全く変わらずに使えるのだそうで
す。
　高い製品ですが、皆様はいい買い物を
したとお思いでしょう。如何ですか？

　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」というお便り
を沢山…。

　今回フライパ
ンの在庫が少な
いので、試しにと
思う方はバター
ナイフを使って
みてください。
　 数 は40個 ほ

どです。次の入荷は夏になります。
通常4,500円➡3,400円（税込）

【フライパン】と【天ぷら鍋】の特徴
※IHが使えます。（磁石が張り付く）
※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。
※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。

【バターナイフ】 　底が狭いので油も少量で済みます。IH
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）据置

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

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、B6、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1,760円（税込）
3箱4,800円（税込）
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【不思議な石鹸】

dendafumio
ハイライト表示
キャンペーン価格　１箱 1,600円(税込)
　　　　　　　　　5箱 4,500円(税込)

dendafumio
ノート注釈
定価1,760円



　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。
　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
が、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。
　これをフライ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。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30号をご覧下さい。
　とても良い健康食品です。
　注文がまとまってから発送になりま
す。

説明書　100円（税込）
１袋　800円（税込）

３袋　2,100円（税込）

　《亜麻仁油生搾り》
　歳と共に減少していく、オメガ３。
　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。

　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）

【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。

　添加物なしの、本物のオリゴ糖です。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。
　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。

《ダブルリンク》
これは凄い効果

生命力のパワーアップ！
　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。
　３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。

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　1,760円（税込）
３箱　4,800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。

4,180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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《スーパー糠（NUKA）》

《天然オリゴ糖ラフィノース100》

dendafumio
ハイライト表示

dendafumio
ハイライト表示
キャンペーン価格 1箱　1,600円(税込)
                             5箱　4,500円(税込)

dendafumio
ノート注釈
この亜麻仁油、お徳用550粒入りは保存は〜

dendafumio
ハイライト表示
キャンペーン価格1箱 8,800円

dendafumio
ノート注釈
2グラム×60本

dendafumio
ハイライト表示
トル

dendafumio
ハイライト表示
キャンペーン価格

dendafumio
ノート注釈
定価1,760円

dendafumio
ノート注釈
定価9,000円

dendafumio
ノート注釈
定価4,180円



　色つきのお風呂
もオツなものです
が、入浴剤を毎回
使うには結構出費
がかさみます。
　また乾燥肌の人
には却って痒みが
増 し て 悪 影 響 で

す。
　一番風呂のピリピリ感もなく、よく温
まり、お肌もツルツルに。
　この温泉円盤は無色、無臭。

【温泉円盤｛Spa UFO｝】

　歓喜の響を開発した久保先生の商品。
　全てに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。
　私のベランダでは今年もスイカ、ナス、
シシトウ、に加えてキュウリ、インゲンも
育ててみました。
　勿論大型の鉢植えです。

《蘇生砂》

・ 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錠入り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　29,000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。）

◆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。
　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。
　美味しく頂けます。
ティーバッグ20袋入り　

１袋　1,720円➡1,500円（税込）
 ３袋➡　3,800円（税込）

　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。

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】

　成人病予防。病気にな
る前に一度は使って知っ
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　11,000円（税込）
お試し価格　１本目9,000円（税込）

２本目から10,400円（税込）

　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。面白い商品です。

 １㎏（袋）　1,000円（税込）
３袋　2,700円（税込）
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【第19回】　ピアノ教諭　Ｒ．Ｔ
　クラシック音楽は、あくまでも「愛聴
家」。38歳までは自分で演奏をするなん
て思ってもみなかったというＴさんは、

『聴覚訓練』との出会いが人生を大きく変
えた。ピアノ屋さんの前を通りかかり、
気が付けばピアノを購入していた。それ
からは家事 、仕事の合間に教室に通い、
レッスンの忙しい日々。教則本の『ツェ
ルニー』に差し掛かった頃 、努力しても
越えられない行き詰まりを感じた。そん
な折に、『聴覚訓練』を経験して確かな手
応えを感じていた先生の話を聞き、藁に
もすがる思いで試聴後 、一気に霧が晴れ
る体験を得る。「試してビックリ！たった
の３分ほどで変化が感じられたんです。
受講後は、鳴らすのと同時に音が聴こえ
るようになり、以前から聴いていたＣＤ、
特にテンポの速い曲がとてもゆっくりと
聴こえるようになって、まるで自分の耳
がアナログからデジタルに切り替わった

ような感覚。それからはスムーズにレッ
スンをこなしていけるようになりまし
た」
　スランプを見事に克服したＴさんのそ
の後は意気揚々。集中力が高まってメリ
ハリのある健やかな生活が送れるように
なり、習い始めて1年後 、音楽大学ピア
ノ科にスピード合格を果たし、現在はピ
アノ教師として充実した毎日を送ってい
る。「一度 、コンクールを目前に控えなが
ら、おぼつかない演奏をしている生徒さ
んに『聴覚訓練』のテープを聴かせてみ
たら、テンポがきっちり掴めた完璧な演
奏に早変わり！
　改めてシステムの力に気づかされまし
た。レッスンをしていると、怠けている
わけでもないのに壁にぶつかるときが来
たりします。悩まれている方は騙された
と思って、体験してみてください。知ら
なかった音世界に出会えるチャンスかも
知れません」

連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談

《桑の茶葉》

dendafumio
ハイライト表示
キャンペーン価格 1袋

dendafumio
ハイライト表示
➡　トル

dendafumio
ノート注釈
定価1,720円



唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉

　注文が多く、毎回予定数の２倍ほどの
注文が入ります。
　26号から扱い始めましたが、徐々に広
がり始め、今では病院でも扱い始めまし
た。

　広がるのは
良 い 事 で す
が、入 手 困 難
になるのも問
題です。
　「 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
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。
　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。

　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

　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
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　2,200円（税込）

《足楽です輪》

《12面体スピーカー》
《２センチと８センチスピーカー》

《ＣＤプレーヤーセット》
　スピーカーと専用アンプは製造が間に
合っていませんので、当面受付を中止い
たします。

　腱鞘炎やドライアイが酷くなると、
時々使っていますが、先日富士山の山歩
きをして帰ってきたら左足の指の筋が痛
くてビッコを引いて歩いていました。

　コウケント
ウでも結果が
出ないので、
このアレック
スを満遍なく
当てた翌日、
中指と薬指だ
と思っていた
怪我は親指の
付け根にある

ということが分かりました。
　ビックリです。
　いろいろ使えるし、手軽でもあるし、１
台あると便利ですね。

プラズマ波発生機〈アレックス〉

【健康用機具】

《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
　音が素晴らしいと評判です。

　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。
　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、ＤＶ
Ｄプレーヤー
の音の読み込
み部のレンズ
の汚れを落と
し 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。
湿式レンズクリーナー　1,940円（税込）

【レンズクリーナー】

３セット　5,000円（税込）　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。
　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41,000円→39,000円（税込）

　首、肩、や難聴ギミな方、耳鳴りなどに
も効果を発揮します。
　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）据置

す。定価3,850円
キャンペーン価格１本　3,450円（税込）

３本　10,000円（税込）
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音響製品

外部スピーカー

dendafumio
ハイライト表示
二重になっています。

dendafumio
ノート注釈
3セット　5,000円(税込)



　
年末年始休暇

2019年12月28日㈯〜
2020年１月５日㈰

定休日、営業時間
定 休 日　土日、祝祭日
営業時間　10時〜18時

　　１月19日（第３日曜日）
　　２月16日（第３日曜日）
　　３月15日（第３日曜日）
　　４月19日（第３日曜日）
　　５月17日（第３日曜日）
　　６月21日（第３日曜日）
　　７月12日（第２日曜日）
　　８月２日（第１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９話

学内の大騒動

　

今年もご愛顧ありがとうございました｡新年もさらに良い年になりますように…
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　大学のオーケストラ、吹奏楽をス
コットランドのあるフェスティバル
に参加する事になった約二週間のイ
ギリス、ドイツ旅行だ。
　丁度、王貞治選手がホームランの世
界記録を作った時で、イギリスでも大
きく報じられていた。
　予定の行程を着々とこなし、帰国し
てみると、大学内の事情は一変してい
た。吹奏楽とオーケストラは演奏部に
属していて、この予算だけが本部の自
由にならなかった。
　演奏部の主要人物が全員居なく
なっていた留守中、大学内の体制を一
変させていたのだ。
　まだ若手の僕を手始めに切り崩し
を計って行こうと、突破口として、と
ばっちりを食ってしまった。
　しかし私はそれほどヤワではない。
　すっかり計算が狂った本部側とし
ては期待を裏切った事になり、その後
15年もの長い間、両者にも属さない、
裏街道を行く教師となってしまった

のだ。
　いつか見てろ、化けの皮を剥がして
やるとの思いを一層燃やし続ける事
になったのだ。

＊＊指揮法を勉強３5才ー39才＊＊
　私を含めた『日本人はどうしてこう
も西洋音楽を勉強するのに苦労を伴
うのだ』という事から始まった研究。
　当初の研究は「クラリネットの演奏
法」だったが、管楽器全体に言えるの
ではないかということで、広げて「管
楽器の演奏法」になった。
　その後、器楽全体になった。そこで
「音楽の現象」というタイトルに変更
する事になった。
　この頃、私の持論と指揮法教典を書
いた桐朋学園大学の斉藤秀夫先生の
指揮法に書かれている事が似ている
という事に気付き、同じ事だと研究す
る意味がなくなってしまう。
　指揮法教典に書かれていることの
独学は難しく、実際に指揮法を斉藤
門下に習った方が早いだろう。とは
思っていたが、ピアノができる訳でも
なし、指揮の素養は私にとって興味は
あったが、研究にはあまり関係がない
と思い悩んでしまってもいた。
　しかし35才頃、もうこの時期を逃

すと年下に習うはめになってしまう
と、斉藤門下の先生を探す事にした。
　運良く、長年修道院におられて指揮
者として復帰した斉藤門下の最後の
教え子である黒岩秀臣先生に巡り会
い、教えを請う事ができた。
　教えを受けた当初は斉藤秀夫氏の
指揮法教典がどのようなものなのか
を確かめるのが一番の目的だったが、
次第に指揮の奥深さにはまって行っ
てしまった。黒岩先生が10年間の修
道院生活であったことがさらに私に
幸運をもたらしてくれたと思う事は、
修道院生活が長かったため、斉藤指揮
法をそのまま伝授してくれたと思え
る事だ。

　指揮法のすさまじい運動で指の負
担も大きく、あげくに肘まで動かなく
なり、指揮法を習っている３年間はク
ラリネットの練習もろくにできない
状態になってしまった。それでも指揮
法を習得しようと、必死で勉強した。
　結果的には斉藤指揮法と僕が研究
している事との間に近いものはある
が、直接的関係はないことが解った。
　が、指揮法の奥深さを知った事によ
り、私のその後の研究において大きな
示唆を与えてくれた。

dendafumio
ハイライト表示
10年間の長い修道院生活の直後に教えて頂いた事が私に幸運をもたらしてくれた、つまり



会報32号価格表
注文受付期間： 会報到着後～ 2020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。　※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

３
“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
携帯用ＣＤプレーヤー ¥5,500

４

オイルサプリメント（オイルサプリメント1,900円／（燃料サプリメント1,900円）
←丸を付けて下さい。
車用触媒《MG-Z》 ¥35,000
歯磨き〈ナチュレソフィアプレミアム〉 ¥2,900

７ 浄水器（送料、設置料別） ¥286,000

８

バターナイフ ¥3,400
フライパン ¥19,000
天ぷら鍋 ¥19,000
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）➡
アミノ酸酵母（１箱 ￥1,760、3箱 ￥4,800）
深海鮫《生肝油》　60粒（1箱 ￥1,760 ／ 3箱 ￥4,800）➡  
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）➡
スーパー糠（NUKA）（説明書 ￥100円／ 1袋 ￥800 ／３袋 ￥2,100）
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）➡
ダブルリンク　20錠入り ￥29,000　10錠入り ￥15,000←入り数を選択してください

10

桑の葉茶　20パック（1袋 ￥1,500 ／ 3袋 ￥3,800）➡
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（￥10,400）　2本目以降の価格です ¥10,400

《蘇生砂》　1kg（1袋 ￥1,000 ／ 3袋 ￥2,700）➡
温泉円盤（Spa UFO） ¥39,000 
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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）➡

《アレックス》(ホワイト） ¥240,000
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

他 自然音CD　1枚 ￥3,600、3枚 ￥10,650、5枚 ￥17,500「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
35分トレーニングシリーズ、月〜海の精（定価1枚 ￥8,650➡￥7,780）
40分トレーニングシリーズ No.1 〜 No.14（定価1枚 ￥9,980➡￥8,900）

（No.11〜13はセット売り）
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。

dendafumio
ノート注釈
以下、ページの確認をお願いいたします。

dendafumio
ハイライト表示
2,200

dendafumio
ハイライト表示
10,000

dendafumio
ハイライト表示
16,000

dendafumio
ハイライト表示
１箱1,600、３箱4,500

dendafumio
ハイライト表示

dendafumio
ハイライト表示
１箱1,500　３箱4,500

dendafumio
ハイライト表示

dendafumio
ハイライト表示
１袋8,800　

dendafumio
ノート注釈
このバターナイフの上の行を一行空けて究極のプロテイン　HL５と入れて下さい。価格は次の校正の時に入れます。
もし詰められない場合は下の
超ミネラル水「歓喜の響き」１本目￥9,000　２本目以降10,400円
として下さい。



　今回ご紹介するのは、「顎の調整法」で
す。
　私たちは、普段、何気なく会話を交わし
食事を楽しんでいますが、知らないうち
に「顎」を酷使しています。ストレスや目
の緊張などの影響で無意識に食いしばっ
てしまい、歯ぎしりや顎関節痛などでお
悩みの方も多いのではないでしょうか？
どれも簡単な方法ですので、ご活用くだ
さい。
　それでは、手順をご紹介しましょう！

１．顎の操体法
　今まで腰の調整法などで様々な操体法
をご紹介してきましたが、動かす場所が
変わるだけで手順は全く同じです。
その手順は下記の通りです。
①動きのチェック（どちら側が行いやす

いかを調べます。）顎を左右にスライド
させて確認します。 （写真①）

②操体法。動かしづらい側から、動かしや
すい側にゆっくりと動いて（写真②で
は、右が動かしやすい側なので、左から
右にスライド）、一番心地の良いところ
で止めて、力を抜きます。（写真③）

③動きのチェック。最初の動きのチェッ
クの時と比べてどの様に変化したかを
確認します。変化があったらそれで終
了！変化がない場合は、同じことをも
う一回行ってみて下さい。 （写真①参照）

【ポイント】 
※「操体法」は、行い易い側（心地よい方向、

痛みがなくなる方向）だけを行います。 
※「操体法」を行っている時は、体に意識

を向け心地よさを味わうことがとても
大切です。 

※最初の動きのチェックの時に、両側と
も違和感が無ければ行わなくても結構
です。

２．顎関節の調整
　①顎関節の凹んだところを押さえま
す。
　指の位置は、こめかみから指を真下に
滑らせていくと耳の穴の前くらいの高さ
で凹みに触れます。指で触れたまま口を
開けると顎関節が動いて骨が盛り上がっ
てきます。（写真④）

②その場所をしっかり押さえたまま、口
をゆっくりと大きく開けて、ゆっくりと
とじていきます。これを３回行います。

３．大口開けポン（会報28号の「耳の３点
セット」でもご紹介しました。）
①唇の両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。
　口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。）（写真⑥、⑦）
　このアプローチを行うと、頸椎４番と
いう骨が弛みますが、この骨は耳の調整
だけではなく、顎関節とも関係がある大
切な場所です。 

 

ワンポイントアドバイス
　操体法などの運動法を行っても変化が
乏しい方は、蒸しタオルで顎の周辺で強
張っている所を少し温めてから行ってみ
て下さい。

（この時の温度は、心地いい温度で行って
ください。）
（文章：整体指導者（氣道協会）松岡正彦）
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写真５と文章が抜けている




