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特　集
※トレーニングで免疫を
※自然音日記
※新製品のご紹介
※第21回ぶらあぼ体験談
※第11話開発秘話

《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。
＊�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。

【会報の期限】
※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。

� 　配信ご希望の方はメールアドレ
スをお知らせ下さい。

　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。
＊�価格は全て税込価格で表示してい
ます。

林道　猪之頭線の峠　湯之奥

《この時期トレーニングを》

　一喜一憂していたコロナの患者数です
が、私たちの潔癖さや秩序の良さが功を
奏したのでしょう。一定の患者数で留
まっている事はとても素晴らしく感じま
す。
　この先日本はどうなるのだろうと考え
る時、この騒ぎが一段落した後には新た
な社会秩序と、落ち着いた社会の中に遅
れていたデジタル化も一気に進み、不合
理な作業も見直され、合理的な社会の中
にも新たな社会構造、新たな技術が躍進
して来るような気がしています。

　コロナ騒ぎが落ち着いた後、「あの騒
ぎが幸いした」と思う日が来る事を祈っ
ています。
　この日本は大きな波が来る度に大きく
進展してきた事を考えると、外圧やその
他の災害などの後にやむなく変わらざる
を得なかった、それらの例のように今回
も大きく動くような気がしています。

　伝聴研のシステムを使って下さってい
る皆様は世の中に流されない独自の、先
進的な考えをお持ちの方々だと思います
が、折角お持ちのトレーニングシステム
です。是非活用して頂きたいと思います。

　前号でもお知らせした通り、聴覚シス
テムは脳全体の血流を活発にします。
　筋肉が疲れた時はマッサージや、スト
レッチなどという手立てがありますが、
現在の医学では脳血流を上げるにはビタ
ミンEくらいしかないようです。
　伝聴研の聴覚システムは研究者が「あ
り得ない」と言うほどの血流を上げる事
ができます。脳の血流さえ活発になれば
「何が起こっても不思議ではない」と言
います。

　このコロナの時期こそ、脳血流を活発
にして免疫を養っておきたいものです。

　聴覚システムをお持ちの皆様には、ト
レーニングを新鮮に保つために追加のト
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レーニングCDをお持ち頂き、各４枚ず
つを１組として、Aセット、Bセット、
Cセットと、半年毎に使っていただけれ
ばAセットに戻る時は２年くらい経っ
ています。２年経てば聴き慣れたトレー
ニング音も忘れて、結構新鮮に聴く事が
できます。どうぞ追加のCDを徐々に揃
えて、楽しくトレーニングを続けて下さ
い。

　このキャンペーン価格をご利用下さ
い。

　さらにお休み期間に自然のエネル
ギー、高周波たっぷりの自然音CDを、
トレーニングの一時中断中、もしくはお
休み期間にお聴き下さい。
　トレーニング用ヘッドフォンで10〜
15分お聴きになるとトレーニング効果
が期待でき、ステレオで部屋に流すと自
然の中で過ごしているような感覚にな
り、リラクゼーション効果を満喫できる
でしょう。
　合計40種類のCDがお待ちしていま
す。

　脳血流を劇的に上げて不活性な脳を正

常に保つ事こそが自身の免疫を高める最
高の方法であり、またストレスを緩和す
ることができます。

　是非もう一度聴覚トレーニングを見直
して頂き、免疫を高め、ストレスを緩和
しておきましょう。
　ホームページでサンプルをお聴き頂く
事ができます。

　CD セットより、効果が大きい通信
コース、“ハイパーリスナー”の予約を
お待ちしています。
　予約金は１万円（受講費から１万円の
割引きになります）。
　複数回の方は割引が適用できますの
で、予約割引は新たに申し込まれる方の
みです。

《ご紹介ください》
　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％の割引をさせて
頂いていますが、ヘッドフォン付きの

BOX製品を直接伝聴研へご紹介頂いた
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枚をお礼として差し上げま
す。（ご紹介が、販売店からの場合の注
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。

《自然音日記》
　コロナ騒ぎで富士山登山が禁止なら周
辺の山に行こうと、今回は毛無山（2000
メートル）の途中にある「不動の滝」に
定め、前日車で偵察に出た。
　「だいたいこの辺から山に入るはず」
だと県道を逸れた。次第に細い道になり
急斜面の林道になってしまった。
　ひょっとしてという勘が働き、峠まで
行ってみる事にした。
　３〜４年前、枯れ葉の録音で本栖湖を
下り、下部温泉から山越えして猪之頭に
出る林道に行こうとしたが、その時は大
型台風の影響で崖崩れ、通行止めになっ
ていた。
　今回は猪之頭側からだったが、峠のト
ンネルまで出た時、案の定その道だと分
かった。
　峠のトンネル手前からの富士の眺望が
とても綺麗だったので、翌日は夜明け前
にここで録画をしてから、不動の滝に行
こうと決めた。
　翌朝、日の出前に到着してみると、何
とアマチュアカメラマンのカメラの放
列。新参の私は小さな顔で、ちょっと横
に三脚を立てさせてもらった。天気が下
り坂との予報で、若干の雲があったがそ
れが朝日に染まって実に見事な雰囲気を
かもし出していた。
　日の出まで録画して早々と引き上げ、
不動の滝の登山口へと車を走らせた。
　林道を歩き始めて直ぐに急斜面。まる
で八ヶ岳やアルプス登山のよう。
　大勢の登山者に抜かれながら、長年の
運動不足を嘆く。
「来るんじゃなかった！」何度思った事
か。
「滝まであと 30分」の道標を見ても少
しも嬉しくなかった。私の足では一時間
も苦しむ事になる。
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　これ以上は無理だと思い始めた頃、よ
うやく到着。
　滝を見たとたん疲れは半減。立ってい
る場所から下は90度近い崖になってい
る。
　対岸に細い滝が落ちていた。写真で見
た通りの素晴らしい景観。滝は見える範
囲では落差 150メートルくらいはある
だろうか、一筋の水が流れが見える。
　こんな所にこのような素晴らしい滝が
あろうとは⋯。
　陽が当たるのを待って録画を開始し
た。目の前に見えるものが画面では一部
しか見えない。広角のレンズだと小さす
ぎ、ズームすると一部しか写らない。景
色というものはそうしたものだ。
　NHK の深夜２時くらいに時々ベネ
ズエラのギアナ高地にあるエンジェル
フォールの映像を放映する。垂直に落ち
る水量豊富な滝の落差は何と 979メー
トル。テレビの画面では計り知れない。
　私が小学生の頃、なけなしのこづかい
で買った「世界の七不思議」の冊子に、「最
近発見されたジャングルの中にある１千
メートルくらいはありそうな滝」、と書
いてあった。

　ジャングルの中に突然１千メートルの
滝 ??上が見えない ??
　想像すら出来なかった。
　それから約20年後、１枚の大きなポ
スターとなって初めて見る事ができてと
ても感動した。
　今となっては実際見る事は叶わないだ
ろうが、そんな事を思い出しながら不動
の滝の撮影をしていた。
　機材を片付けながら、「帰りの急峻な
下り坂が思いやられる」と想像するだけ
で嫌になるが帰らない訳にはいかない。
　下山を始めると、右足の指がおかしい。
足の指が捻挫のように痛む。膝裏も捻挫
のような痛さ。なんとか林道の車に戻っ
た。
　足を捻りもしないのに捻挫の痛み。「帰
れさえすればコウケントーがあるさ！」
　歳には勝てない、だけではなくてあま
りの運動不足に自分でも情けないと呆れ
る始末。
　疲れているときは車の運転までおとな
しいもので、自分でも笑ってしまう。
　車はそんな事はないのに、飛ばす気に
もならないのだ。
　富士山周辺には富士山を見ながら登る

素晴らしい山が取り囲んでいる。
　さて次はどこへ行こうか！

《伝聴研からのお知らせ》
　門脇健さんが伝聴研を紹介して下さっ
ているユーチューブが、少しずつ増えて
いるそうです。是非ご覧下さい。
https://youtu.be/5OjtXu6VQbY
　多くの方が声を大にして下さると伝聴
研も助かります。

取り扱い終了品
＊深海鮫
＊外付けスピーカー

《取り扱い、一時中止品》
＊�トランス脂肪酸除去の一連の商品、
【フライパン】、【天ぷら鍋】（万能
鍋）、【バターナイフ】

　皆様にたいへん愛用頂いた商品で
すが、欲しい方に行き渡ってしまっ
たようで、注文数も少なくなりまし
た。紙面の限りもありますので、今
回取り扱いを一度休ませて頂きます。

毛無山中腹　不動の滝
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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
でいるヘッドフォンをお勧めしていま
す。BOX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

ます。バージョン
アップ希望と書い
て送ってくだされ
ば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

ルと耳当て部分も丈夫なものと交換して
お返しいたします。お問い合わせ下さい。
【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
ませんが、《ウルトラ》ヘッドフォン
は販売しています。

会員価格52,250円
【CDをコピーしても良いですか】
　今ではこう言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
CDを新品と交換しています。
【CDが壊れた場合も交換を】
　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。

一枚1,600円　送料サービス

【新製品のご紹介】

《小型温泉円盤》
　以前からご紹介している温泉円盤
｛SpaUFO｝に小型の製品が加わりま
した。
　小型ですので、扱いも楽になりました。
また若干お安く提供できます。

　浴槽に沈めるとお湯の温度との相乗効
果でラジウムやラドンを発生させ、ラジ
ウム、ラドン温泉効果に加え遠赤外線効
果がいとも簡単に得ることができます。
　人間は地球という大地に生まれ育ちま
す。国、地域、それぞれの大地の組成物
に意識なく、それでもそれらに影響され
て生活を営んでいます。
　その一つに育った所の愛着の他に、こ
れらが心理に影響しているのではないか
とも思えます。
　地球の大変動をもろに受けて来た複雑
な組成をもつ大地の、日本ならではの温
泉文化。是非温泉円盤（粒状風化花崗岩）
蘇生石で体感して下さい。
30数種類の微量元素ミネラル成分
ケイ素・ラジウム・ラドン・アルミニウム・鉄・
マグネシウム・カリウム・チタン・カルシウム・
ナトリウム・ストロンチウム・マンガン・亜鉛・
ルビジウム・クロム・銅・ホウ素・ビスマス・
バリウム・ベリリウム・臭素・コバルト・フッ
素・ヨウ素・リチウム・ニッケル・リン・硫
黄・錫・トリウム・バナジウム・ジルコニウム・
塩素・モリブデン・タングステン・ゲルマニ
ウム・セレニウム・アクチウム・テルル等
小型　定価28,600 円→26,000円
大型　定価42,770 円→39,000円

《乳液〈歓喜の恵〉》
　これは素晴らしい！防腐剤の代わりに
金粉が入っています。
　〈温泉円盤〉〈歓喜の響〉と同じ会社か
ら発売している乳液です。
　私は子供の頃から秋冬に足の痒みが出
て、一時は朝起きると夜中にカサブタを
引っ掻きシーツを血だらけにしていまし
た。
　70才を超えた今でも晩秋になると痒
みが出ます。
　今年は夏になっても乳液が必要で、こ
れは秋になったら大変かも、と思っている
矢先、モモとスネを引っ掻き、早くもカサ
ブタ出来てしまいました。必死にこれまで
使っていた痒み止のクリームを塗りますが、
あまり効果が出ませんでした。
　そんなおり、〈歓喜の響〉の納品に訪れ

た会社のトップの女性にその事を話したら、
「え、うちのドライバーの○○さんはその事
がきっかけでお手伝いをしてくれるように
なったんです」よ、と手持ちの乳液を出して、�
「これを塗る前に〈歓喜の響〉を塗ってからこ
の乳液を塗るんです」と、手持ちの乳液を
置いて行ってくれました。

　早速試してみた
所、驚いた事に１
回塗っただけで数
日痒みから解放さ
れました。その後、
顔に塗った余りを
手に塗った所、顔
はツルツル、手も
まったく違う感触
になりました。
　肌への吸収力は
抜群、５分もする
と吸収してなく
なってしまいます。

　女性の皆様は、それぞれ自分に合った
乳液をお持ちでしょうが、男の私から言
うのも少し気が引けますが、一度試して
みて頂けたらと、ご紹介いたします。
　この製品のOEM先の会社では相当な
高額で販売しているとの事です。
　今や手放せない乳液になってしまいま
した。
●具体的には
1.�消臭—微生物の増殖による発生のた
め抗菌作用を考慮

2.�ニキビ、ふきでもの予防—抗菌・殺菌
3.�紫外線の影響—成分効果により防御・
保護

4.�しもやけ・あかぎれ・肌荒れ—血行
促進で改善

5.�筋肉疲労の緩和等
●以上の結果、健康美肌作り
♪�シミ・シワ・たるみの改善
♪�美白
♪�柔軟、プリプリ肌
♪�ニキビ肌、吹き出物、あせもの解消
♪�保水、湿潤、保湿、しっとり感
♪�筋肉疲労解消
♪�余分な脂肪分解の援助

　急遽、特別に提供して下さいましたの
で、ラベルの名称とボトルの名称が違っ
ています。ご承知下さい。是非大勢試し
て頂ける事を祈っています。
　詳しい使い方は製品に添付いたします。

特価12600円→9,900円
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会報34号注文書
注文受付期間：�会報到着後～ 2021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。
※￥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。　会員キャンペーン価格です。
ページ 番号 商　品　名 会員価格 数量 計

2

1 35分トレーニングシリーズ月〜海辺にて（定価１枚8,650円➡キャンペーン価格7,780円）

2 40分トレーニングシリーズNo.１〜No.14（定価１枚9,980円➡キャンペーン価格8,900円）
（《ブレインシンフォニー》は７枚組39,800円）

3 自然音CD　１枚3,600円、３枚10,000円、５枚16,000円
「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

4 “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

4
5 温泉円盤（SpaUFO）　◆大39,000円　◆小26,000円
6 乳液《歓喜の恵》 ￥9,900

7
7 不思議な石鹸１個（1,875円）/５個セット（9,075円）/10個以上の単価（1,680円）
8 新乳酸菌サプリ《11-1》チラシをご覧下さい。 ￥9,600
9 ◆足楽です輪（１セット2,200円/3セット5,500円）◆集中できます輪（１本1,375円）紺・エンジ色

8

10 冬虫夏草100g ￥24,000
11 パーフェクトーサ30袋 ￥23,760
12 エアアクティー ￥178,200
13 車用触媒《MG-Z》 ￥19,800
14 粒状オイルサプリメント（１セット） ￥1,980
15 液体状燃料サプリメント（４本入） ￥2,980

9

16 歯磨き〈ナチュレソフィアプレミアム〉 ￥2,900
17 浄水器（送料、設置料別） ￥286,000
18 アミノ酵母150粒（１箱1,670円/３箱4,500円）
19 亜麻仁油生搾り550粒（１パック9,000円/３パック24,000円）
20 でんでん米200g（１パック370円/10パック以上ご注文の単価350円）

10

21 スーパー糠（NUKA）250g（説明書100円/１袋800円/３袋2,100円）
22 天然オリゴ糖ラフィノース2g×60本（１箱3,480円/３箱10,000円）
23 桑の葉茶20ﾊﾟｯｸ（１袋1,500円/３袋3,800円）
24 超ミネラル水/「歓喜の響」2ℓ　1本目（9,000円）　初回の１本目のみの価格です ￥9,000
25 超ミネラル水/「歓喜の響」2ℓ　2本目から（10,400円）　2本目以降の価格です ￥10,400
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26《蘇生砂》1kg（１袋1,000円/３袋以上は１袋900円）
27 リップバーム（１本3,550円/３本10,000円）
28 コウケントー本体132,000円（キャスター13,200円/治療方法の本5,160円）
29「USBオーディオ」《デンダック》 ￥14,100
30 標準ヘッドフォンアンプ＋DVDプレーヤーセット ￥30,450
31 CD、DVD湿式レンズクリーナー ￥1,980
32 ヘッドフォン変換アダプター ￥150

他
33 携帯用CDプレーヤー（本分には掲載していません） ￥5,500
34 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円です。（お支払いは、郵便振込のみ） ￥500

※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→ 送料
送信の前に今一度ご注文内容をお確かめ下さい。 合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956
FAXの際は念のため裏面にもお名前を書いて下さい。　　　　　　メールでの送信先 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　　□ 年内到着
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
メールでの送信先  info@denchoh.co.jp

ご注文日： 　　年　　 月　　 日
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目の疲れを簡単にとる!!目の疲れを簡単にとる!!
《目の温湿布》《目の温湿布》

整体指導者

　　　（氣道協会）

　松　岡　正　彦

　今までは、運動法を中心に「自分で出

来る健康法」をお伝えしてきましたが、

今回は、蒸しタオルを使った温熱療法（温

湿布）をご紹介したいと思います。

　温熱療法とは、負担がかかっている所

を温めることによって改善させる方法で

す。

　簡単に出来て、とても心地良いので是

非ともお試しください！

　今回ご紹介するのは、「目の温湿布」

です。

　現代では、目から入ってくる情報が８

割以上を占めると言われています。

　また、「目は表出した脳」とも言われ、

意外に思われるかもしれませんが眼精疲

労の影響は全身へと及びます。少し専門

的になりますが、整体的に言いますと目

の疲労は、頸椎１～３番→胸椎１～３番

→腰椎１～３番へと疲労の感覚が変化し

ていきます。最初、目を使いすぎると頚

椎１～３番辺り、つまり、首が凝り始め

たような感じ（偏り疲労）になりますが、

そのままにしておくと胸椎１～３番そし

て最終的には、腰椎１～３番辺りへと疲

労感が移っていきます。腰椎１～３番は、

「やる気」とも関係があり、「全身が重だ

るい」とか「動くことが億劫に感じる」

と言うように、全身への疲労感として感

じてしまいます。この様な時は、腰が強

張っているため腰痛として感じる事もあ

るのです。

　この様に、目を酷使する現代人にとっ

て「目の温法」はとても大切なアプロー

チなのです。

　それでは、行い方をご紹介します。

　フェイスタオルを用意してください。

【蒸しタオルのつくり方】

①�縦半分に折ったタオルを三等分に折り

ます。

②�①のタオルを縦に折り、タオルの両端

を持ち印の所だけお湯につけます。

③両端を持ったままタオルを絞ります。

　この様にすると、タオルを絞る時に熱

い思いをしないで安全に蒸しタオルをつ

くることが出来ます。

　後は、この蒸しタオルを目に当てるの

ですが、温度はさますなどして心地よく

感じる温度に調整してください。

　温める時間は、10 分間くらいで、タ

オルの温度が下がってきたらまた、同じ

タオルで蒸しタオルをつくります。この

様に、「さめたら絞り直す」を繰り返し

て目を温めるのです。その温度の刺激が

とても重要なのです。

※�目の疲れや肩凝りが甚だしい人は、「第

一回　簡単な肩凝り解消法　19 号　

2013 年夏号」、「第二回　肩凝り解消

法 2　腕の 3 点セット　21 号 2014

年夏号」、「第三回　目の三点セット

（疲れ目の解消法）　22号 1014年末」

を併用するととても効果がありますの

で、試してみてください。

　何れも「傳田聴覚システム研究所ホー

ムページ内、整体・健康コラム」で見る

ことが出来ます。

★ワンポイントアドバイス

　目が疲れたらいつでも行ってよいので

すが、特に寝る直前に行うととても眠り

が深くなり、肩凝りや腰痛の改善にもつ

ながります。

　目が楽になるので、行った後につい目

を使ってしまう方がいらっしゃいます。

すると目の疲労が甚だしくなってしまう

事がありますので、目の温湿布を行った

後は、目を使わないことをお薦めします。

ショッピングモール
【ツクツク】出展

　「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。
これまで会員の皆様がホームページ
からお買い頂くと会員割引ができま
せんでした。
　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。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。
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《不思議な石鹸》
伝聴研専用に⋯リニューアル
　多くの方から再注文を頂き、今や定番
品になっています。
　この石鹸が、さらに高性能にリニューア
ルされ、伝聴研オリジナルになりました。

　これまでの石鹸も全身これ一つで済み
ました。皆さんは頭まで洗っている方も
多いかと思いますが、私は今まで頭が痒
くなって頭だけは使えませんでした。
　今回試してみた所、頭も大丈夫でした。
正に全身洗えました。
　製造費用は高くなりましたが、価格は
そのままでご提供いたします。
　香料を使っていませんので一般の石鹸
のような臭いはしません。
＊�シミが消える
＊�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　５個　9,075円
10個以上１個につき1,680円

　キャンペーン期間中は何回でも。
　キャンペーン終了後は会員価格
2,610円になります。
　50個以上の注文に限りますが、今回
から伝聴研オリジナル商品になりました
ので、取り扱いをご希望の場合はお問い
合わせ下さい。

世界初、免疫乳酸菌《11-1》
（イチイチのイチ）

　これが本当なら凄い！今私も試してい
る最中です。

　脳からは伝聴研システム、体へ直接は
これらのサプリメント類でしょう。今の
時期にとても嬉しいサプリメントです。
　細く長く皆様に使って頂きたいという
ことで、通販やインターネットなどでの
販売はしないと言う事で取り扱う事に致
しました。１日１袋を摂取。
　同封のチラシをご覧下さい。

一箱30包入り　9,600円

《集中できます輪》
　皆様には〈足楽です輪〉でお馴染みの
BL研究所の製品です。
　〈足楽です輪〉も最初私は全く効果を
認識出来ませんでしたが、社員がこれは
凄いと扱い始め、今や多くの方に使って
頂いています。
　この《集中できます輪》も数年前から
あったのですが、同じように横目に眺め
ていました。

　問い合わせもあり、また社員の薦めで
もあり、今回から扱う事に致しました。
しかし私には効果を確認することができ
ませんでした。
（頭のサイズが大きいためきつくて！）

◦頭がシャキッとする。
◦集中できる。
◦仕事の効率が上がる
　安いので一度使ってみては如何でしょ
うか。

　色を指定して下さい。紺 or エンジ色
一本　1,375円

【従来製品のご紹介】

《足楽です輪》
　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
３セット5,500円

《冬虫夏草》
　深夜のテレビを見ていました。ヒマラ
ヤの山奥の番組です。
　村は貧しく小学生の頃から親と離れて
町で寄宿生活。夏になると１ヶ月親元に
帰ります。その様子をテレビカメラが追
いかけます。
　野を越え山を越え、などという生易し
さではありません。進むに連れ、木も生
えてない 3000 メートル級の山を幾つ
も超え３〜４日かけて部落に戻ります。
　部落は 30〜 40世帯くらいの木も生
えてない荒涼とした山間地。極貧暮らし。
初秋の時期だとは思うが、野原の短い草
地に女性が腹ばいで何かを探し始めた。
突然、歓喜の声！
　冬虫夏草を見つけた。それぞれ数本見
つける事ができた。大きな収入になるの
だそうだ。大きなとは言え、生活自体は
極貧生活なのでどれくらいの金額になる
のか想像できなかった。

　その高価な冬虫夏草を人工生産できる
ようにしたと言う。
　この冬虫夏草は主に腹から上の内臓に
効果があると言います。
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　今回から私も飲む事にしました。
　貴重で歴史ある有名な〈冬虫夏草〉で
すので、効果効能は周知の事実です。
　今回ご紹介するこの冬虫夏草は混じり
けなしの 100％でこの価格。
　ある大手では含有率 10％で、桐の箱
に入れて４万円代で売っているようで
す。
通常30,800 円　特価→24,000円

《パーフェクトーサ》
自己免疫力を高め、細胞を生き生きと！
　糖鎖は細胞間コミﾕニケーションの要
です。
糖鎖とは
　人間の体を構成する細胞ほぼ全て（心
筋細胞や脳細胞の一部を除く）の表面に
丁度マリモの産毛のように突起している
物質で、受容体やレセプターとも呼ばれ
る情報手段のアンテナの事です。
　臨床報告によれば、糖鎖栄養素を患者
に摂取させたところ、優れた改善がみら
れたと報告されています。

糖鎖と脳にも深い関係が。
　シナプスの先端部にある糖鎖がダメー
ジを受けると、隣の細胞の情報を受信
できなくなるため物忘れや体の動きが、
劣ったりします。
　糖鎖は脳内ネットワークに不可欠な物
質です。ボケ防止に大変役にたちますし、
免疫系、神経系、内分泌系の機能を連携
させ、身体のバランスを整える役割をし
ています。
　１日１袋を召し上がって下さい。
　30袋入り

26,400 円→23,760円

《エア　アクティ》
今が旬。除菌除去・消臭！
99％以上のインフルエンザウイルスを
不活性化！
国立研究開発法人産業技術総合研究所・

共同特許

　脱臭や除菌効果に優れているため、タ
バコやペット、生ゴミ、トイレなど気に
なる生活臭を消臭してくれます。この効
果実績により、病院や介護施設など、身
体に影響を及ぼしやすい公共施設などで
もご好評を頂いています。さらに、細菌
やウイルスにも効果的で、カビなどが発
生しやすい下駄箱や浴室。またインフル
エンザやノロウイルスなどの予防にも最
適です。最近では、花粉や化学物質にア
レルギー反応する方が増えています。空
気中に浮遊している花粉や化学物質など
も除去してくれます。
　コロナ放電ダブルハイブリッド YV-
CCFL 方式（特許技術）
オゾン発生量0.03PPM（四畳半の場合）
寸法W260× D210× H100（ｍｍ）
適用面積15畳

198,000 円→178,200円

車用《オイルサプリメント》
　これまでご紹介して来たオイルの添加
剤ですが、私が長年使用し、その効果を
実感しています。が、一般に効果を確認
して頂く事はかなり難しいという事が分
かりました。
　なぜなら、車の走り方としてエンジン
の振動を体感し、同時に耳でエンジン音
を判断して走るために、どうしても余分
にアクセルを踏んでしまうという現象が
あります。出足がよくなり、車はスムー
スに走るのですが、その分燃費が悪くな
ります。
　それを理解して頂ければ絶対的な愛用
者になって頂けますが、そうでないと、
「使ってみたけど変わらない」という事
になってしまいます。
　在庫限りにしたいと思っています。

a)【MG-Z】

ガソリン用大粒・小粒はエンジ
ンオイル・オートマオイル、デフオイル
に。

b)《粒状オイルサプリメント》
【MG-Z】と同じプラスチックケースに
一粒ずつ入って
います。【MG-Z】
より安い分、若
干効果期間が短
いようです。

c)《液体燃料サプリメント》
オイル状の小さな容器に入っています。
《オイル状燃料サプリメント》はエンジ
ンオイル交換時毎に（5000㎞から一万
㎞）入れて下さい。ガソリンタンク用は
半年くらいに一度足して頂きます。

　小さな容器でこの価格。触媒と思って
頂きたいと思います。
a)【MG-Z】��45,000 円→19,800円
a) 粒状〈オイルサプリメント〉

１セット　4,400円→1,980円
b) オイル状〈燃料サプリメント〉

4本入り　8,800円→2,980円

歯磨き（歯周病）
大変多くの方に使って頂いています。
　32種類の自然由来の成分を絶妙にバ
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。
　ご紹介以来、大きな反響で既に数百人
に愛用を頂いています。
　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開発したもの
は違いますね。
　良い製品は小規模事業者から出てく
る、と言う事は真実ですね。

dendafumio
ハイライト表示
かっこを　《　》
に直して下さい。
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　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
一滴程度付ければ良いので大型の歯磨き
剤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

＊�ジェル状で、塗るだけでもお口の隅々
まで届きます。

＊�白い歯や歯茎の傷み予防でリフレッ
シュ。

＊�舌や口腔内の粘膜も浄化して口臭予
防、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
キャンペーン価格　2,900円

《浄水器》
生の水がとても美味しい。
　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

想が。
　私の会社で
飲むコーヒー
はまろやかで
薫り高い。ど
うして自宅で
は、と思って
いたら、自宅
は訳あって付
けていません
でした。

　粒状風化花崗岩は海底深くに 7500
万年もの月日をか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。
　考えてみると、雨が地中に染みこみ、
何年もかけて岩石などで濾過されながら
地上にミネラルたっぷりの水として、湧
き水として出てきます。
　富士山に降った雪や雨は３年とか 30
年とも言われていますが、湧水として出
て来るのは有名です。
　これを人工的に作ったと言えば他の浄
水器とは訳が違うと言うことはお分かり
頂けるかも知れません。
　自然の恵みをご家庭で簡単に作ってく
れる製品です。本体のフィルターは 10
年間交換の必要ありませんが、水道中の
浮遊物のみを除去するフィルターは簡単
に交換できます。目安は水量が減った段
階です。3,850円
　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（設置工事代・送料別料金）
●据置き用　286,000円

★交換フィルター　3,850円

《アミノ酵母》
　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B1、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→１箱1,670円
3箱 4,500円

《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。近年大
注目のオメガ3。
　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　　9,000円
３パック　24,000円

【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。
１パック　370円

１0個以上は１パック　350円
＊�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！

《スーパー糠NUKA》
　健康食品で玄米が見直されています
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

dendafumio
ハイライト表示
《でんでん米》

かっこの種類を直して下さい。
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います。胚芽を取り省く為に精米します
が、その胚芽をあらためて摂取しようと
いう、よく考えてみると笑ってしまうよ
うな面白い製品。

　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。

説明書　　100円
1袋　　800円
３袋　2,100円

《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℃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、
Ｔｈ１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、Ｔ
ｈ２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。
3,730円→キャンペーン価格

2グラム×60本 1箱　　3,480円
3箱　10,000円

《桑の葉茶》
◆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。美味しく
頂けます。
ティーバック20袋入り
	 １袋1,720円→1,500円
	 3袋→3,800円

《歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）》
　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。
　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。オロナミンCとも相
性が良いようです。
飲む目安、通常時　体重 60㎏の方は１
日60cc。定価 11,000 円
	 お試し価格１本目　　9,000円
	 ２本目から　10,400円

《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、
トマト、シシトウ、に加えてキュウリ、
インゲンも育てました。勿論大型の鉢植
えです。
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　春から夏はベランダ菜園でもとても楽
しく過ごせます。
　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。面白い商品です。
　私の鉢植え農園、昨年は収穫最盛期に
化成肥料と苦土石灰と間違えてしまって
大打撃。
	 １㎏（袋）　1,000円
	 3袋以上は１袋　　900円

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉
　ウイルスを心配しながら生活を送って
おられると思います。
　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。
　怪我の応急処置、風邪の予防。口内炎、
ヘルペス。白血球。など、思わぬ効果の
報告が良くあります。
　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
す。定価3,850円
	 キャンペーン価格１本　　3,550円
	 3本　10,000円

《コウケントー》
一家に一台必需品。
　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
箇所に光を当てます。
　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。

　家族を持ったら一台持つべきだと薦め
ています。
　コロナ予防、病気や怪我にも効果抜群。
自然音日記の怪我もこれで治しました。
　我が家では風邪や怪我では病院のお世
話になっていません。
	 写真は１号機　132,000円

	 キャスター、別売　（13,200円）
	 治療方法の本、別売　　（5,160円）
　キャスターがあると便利です。機械は
一生使えます。

【音響製品のご紹介】

　長らくお待たせ致しました。再販開始、
２月発送予定。
写真左「USBオーディオ」《デンダック》

会員価格14,100円
写真右　上ヘッドフォンアンプ
　　　　DVDプレーヤーセット

会員価格30,450円

《レンズクリーナー》
　必需品です。音飛び防止に。CD、
DVDプレーヤー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　1,980円

《ヘッドフォン変換アダプター》
　注文ついでにお申込下さい。

　お持ちのヘッドフォンから標準プラグ
に変える変換アダプターです。
　伝導効率が良い金メッキ
お一人３本まで。
	 一本　税込　150円
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遠くからの声　〜ドクター論文を〜

　話が横道に逸れてしまったが、何社
尋ねても出版はままならず、あげくの
果ては出版社の若い女性の編集者から
は「あなた勉強しなさいよ！」と言わ
れる始末。四面楚歌になった私の研究、
『音楽は何語！』
　付き合いのあった中学時代の音楽の
恩師に、私のこの理論を話していた。
この恩師は親戚にキリスト教大学で科
学史を教えている先生、渡辺正雄先生
を紹介をしてくれていた。渡辺先生は
科学史を日本に広めるのに大変苦労さ
れた方だった。
　この渡辺先生を訪ねて理論を話した

所、『そうですか、音楽も日本人には
出来ないのですか』と、たいへん興味
を示してくれ、お付き合いが始まった
のだが、その後、出版の話がことごと
くダメになり万策尽きて、２年ほど連
絡も取らず悶々と過ごしていた。
　そんなとき、渡辺先生から中学時代
の恩師の所へ『彼はいったいどうして
しまったんですか』と「渡辺先生から
電話がありましたよ」。と言ってきた。
　私はご無沙汰の詫びと近況を渡辺先
生に電話で話した。
　先生は『それならドクター論文を書
きなさい』と言われた。今度はドクター
論文に力を注ぐ事になりましたが、今
では簡単に纏める事はできるが、当時
80ページを、15ページの論文に纏め
る難しさは想像を絶する作業でした。
　十数回の書き換えの作業でもオー
ケーは出ず、とうとう直接提出先に本
の原稿と 15ページの論文を送る事に

なりました。
　待つこと一ヶ月、先方から返事がな
いことからこちらから直接訪ねる事に
なりました。
　論文の提出先は渡辺先生の教え子の
音楽学の教授だ。
　大学を訪ね、手短に説明、ビデオも
駆使し、説明を終えると「いやーユニー
クな理論ですね」と彼は去って行った。
　渡辺先生と私は夏休みで閉鎖されて
いる学食でコーヒーを飲みながら「分
かってくれなかったですね」と肩を落
として話し合った。
　『それならもう一度、出版を考えな
さい』と言われた。
　さらに一年も遠回りしたドクター論
文や膨大な資料も無に帰した。
　相手審査官の理解力を超えるとダメ
なのだ、ということを身に染みて感じ
た。

【第21回】オペラ歌手
　J.T さん

　二期会会員でオペラを中心に活躍中
の Tさん（本シリーズ【15】テノー
ル歌手⋯で紹介）は、バロックから現
代作品、また、宗教曲、さらにミュー
ジカルの舞台と、ジャンルを超えた
幅広い活動を続けている。歌は自分の
本領！という自負があり、オペラでメ
ジャーデビューして以来順調に仕事を
こなしつつも、そのチャレンジ精神と
は裏腹に、自分の中では技術面でクリ
ア出来ない未消化の部分があり、悶々
とする日々でもあった。そんな時、藁

をも掴む思いで受けた伝聴研の、たっ
た 1回の『聴覚訓練』が納得の声を獲
得し、いわゆる「日本人の声」から、
豊かな響きを持つ「西欧人の声」に聴
こえるようになったという。「自分が
抱えていた問題を、すべて解決してく
れる最善の策でした。壁を乗り越えよ
うと苦しみもがいてきた人なら、きっ
と、この訓練で、求めていたものが得
られるのでは」
　『聴覚訓練』でコンプレックスを克
服、オペラ歌手として、どんなジャン
ルの舞台にも立つことができるという
確信を得たTさん、

　「自称『歌の総合格闘家』（笑）。オ
ペラだけをやっていくつもりはまった
くないんです。クラシックの歌手はこ
こまでできる
と い う こ と
を、いろんな
ジャンルの舞
台でアピール
し て い き た
い」と積極的
に挑戦しよう
と意欲を語っ
ている。
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