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特　集
※トレーニング機器　新発売
※《デンダック》再発売
※特性高性能 “枕”
※第25回 ぶらあぼ体験談
※第14話 開発秘話

《会員の皆様にお願い》
　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。

晩秋の新道峠（眼下は河口湖）

《この時期トレーニングを》

　コロナのパニック的状況も少しずつ落ち
着きを取り戻し、何が悪いか良いかという
判断も理解できるようになってきました。
　冷静になってきた最近、トレーニング
を再開してみようと思うようになる方も
増えて来たようで、「トレーニングして
みます」という声を沢山頂いています。
トレーニングは皆さんにとっての最強の
ツールです。
　トレーニングで免疫を高め、脳を活性
化、引きこもりで萎縮した脳を元気にし
ましょう。

《新トレーニング機器 新発売》
《下取り検討！》

　前回ご案内したメモリータイプのプレイ
ヤーBrain�Training�System が発売に
なりました。
　これまで皆様に親しんで頂いたBOX
製品はヘッドフォン製造中止に伴い、あと
10セットのみとなりました。

　今後はこのメモリープレーヤーのみに
なります。
　従来品の修理や新品交換のためのヘッ
ドフォンは十分残してありますので、ご安
心下さい。
　同時にトレーニングCD、自然音 CD
類もこれまで通り取り扱っています。
　皆様にはご不便をおかけすることはあ
りませんので、ご安心下さい。
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《新システムのご紹介》
　新たに開発したヘッドフォンは以前の
ピンク色のヘッドフォンより二回り小型
になりました。勿論専用のヘッドフォン
です。皆様お持ちのピンク色のヘッド
フォンは、そのままステレオ等に接続し
てクラシック音楽等、お聴きになれまし
たが、今回のヘッドフォンはクラシック
を聴くには少し低音が強すぎてそぐわな
いかもしれませんが、ジャズや今流行の
音楽を聴くのには適しています。
　勿論このメモリープレーヤーを通して
聴いて頂く分には最適な音質になるよう
に調整してありますので、今まで以上の
効果的な刺激を得られます。
　また、ヘッドフォン出力回路は以前お
買い頂いたUSBオーディオ《デンダッ
ク》やヘッドフォンアンプより一段上の
性能を誇ります。
　世界最高音質と自負しています。

　メモリープレーヤーはスマートフォン
に比べて二回りほど大きいですが、持ち
運びがとても楽です。また別売になりま
すがケースや充電器も用意してありま
す。（約4,000円�上写真）

《使い方は簡単》
　ヘッドフォンをメモリープレーヤーに
差し込むだけ。あとは白いボタンを押し
て曲を選び、好みの音量に設定して頂く
だけです。
価格は� 基本セット24万円
	 上位機種　中級セット36万円

最上位機種は準備中

《総代理店業務開始》
　実は、今まで使っていたヘッドフォン
が「型が古くなって今後作れない」と突
然製造元から連絡があり、また様々な事
が重なり、「昨年末までで会社を閉める
時期」と決断していました。

　あと数ヶ月で閉めると決断して最後の
会報を書き始めた昨年の9月頃、「伝聴研
のトレーニングを友人に聴かせてもらっ
て驚いた！」と二人の女性が訪ねてきた。
　「お客様も少なくなって来たので年末
に廃業するつもりだ」と言った所、「こ
んな凄いシステムを無くしてしまうのは
あまりにももったいない。是非私達に代
理店をやらせて下さい」と熱烈に言って
きました。
　しばらく様子を見ていましたが、諦め
る気配もなく益々積極的になって行った
ため、次第に私も感化され、ヘッドフォ
ンを始め、発売する機械の方式などを調
べ始めました。
　昨年11月には新規のヘッドフォンが
制作できる事がわかり、またCDプレーヤー
が一般では殆ど流通していない事から、
メモリータイプの新たな機械を製作する
事の検討と資金の検討を始めました。
　代理店をしたいと言う彼女らの勢いは
益々素晴らしくなることから、借金をし
ない範囲で製造をする決断をして今日に
至りました。

《総代理店》
一般社団法人‘おとのは’の立ち上げ

　今年の１月末、一般社団法人‘おとの
は’は、伝聴研の総代理店として発足い
たしました。
　３月初旬に、ようやくご紹介した製品

の完成に至りました。
　今後の新たな代理店様は�‘おとのは’
を通して販売して頂く事になります。
　この会報をお届けしている皆様はこれ
まで通り伝聴研の会員様です。
　お近くに来た場合は是非新しいメモリー
レコーダーBrain�Training�Systemを
ご体感ください。

　この会報をお届けする頃には従来のＢ
ＯＸ製品はさらに少なくなっているので
はないかと思います。
　大切な製品ですので、どうぞ大切にお
使い下さい。

●�最上位機種の発売は一年後になると思
いますが、ハイレゾ音源の自然音を
搭載する予定です。ハイレゾとはハ
イレゾリューションの略でＣＤは 16
ビット、上限が２万 Hz ですが、私
が録音した自然音の殆どは24ビット
28,000 〜 96,000Hz で録音してあ
ります。

　�　16 ビットと 24ビットではデータ
上では256倍くらいの差があります。
音質はこの上ない自然を体感できると
思います。

　�　特に虫の音は最低でも 96,000Hz
で録音しています。

　�　しばらく後になりますが、お好きな
音楽を入れられるようにも計画してい
ます。

　�　徐々に進歩して行きますが、バー
ジョンアップでお応えして行きます。

　�　いずれも新たな編集で大変ですが、
実行するつもりでいます。

《新しいシステムの特徴》
●�一般的なメモリーレコーダーは音源を
圧縮しますが、新型専用メモリーレ
コーダーは全て無圧縮です。他の機器
の性能に左右されない事から更に高音
質になります。

●�液晶パネルには数百枚の関係する画像
が表示されます。
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● ● ● 体験版
● ● ● ピンクノイズ
● ● ● 《No.1�夏の夜空》

● ● ● No.2�水の戯れ》

● ● ● 《No.3�風のうた》

● ● ● 《No.4�波に遊ぶ》　　

● 《No.5�想い出》

● 《No.6�山の香り》

● 《No.7�大地を焦がす》

● 《No.8�引き潮》

● ● ● 〈海４. 荒波（初）〉

● ● ● 〈山里3. 裏磐梯の夜明け前〉

● ● ● 〈山４. 深山〉

● ● ● 〈海７. 奇祭の島〉

● 〈山５. 富士の鳥〉

● 〈山里５. 草原の一日〉

● 〈山７. 冬の音〉

● 〈海6. 春の波音と虫の声〉

● ● ● 「自然の中のモーツァルト」 朝

● ● ● 「自然の中のモーツァルト」 昼

● 「自然の中のモーツァルト」 午後

● 「自然の中のモーツァルト」 夜

● 7.8Hz ｼｭｰﾏﾝ共振波（自然音）

● 英語バージョン全トレーニングセット
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●画像の横の空き部分はタッチパネル
●画像の下側には曲目等の文字表示。
●�小型で、バッテリー駆動ですから出張
等に持ち歩きが可能になります。

《今回開発したヘッドフォン》
●�ヘッドフォンも新たに開発し、全く違
うものになりました。（今までのもの
と互換性はありません）

●�新ヘッドフォンは最初から全て《ウル
トラ》に統一しました。

　�　《ウルトラ》とは微細な超音波を発
生させます。これ自体がハイレゾでも
あります。

　前のヘッドフォンと比較するとだいぶ
小さくなるので、持ち歩きにも便利にな
ります。

●�機種によって機能は若干異なります
が、‘ブレインスイッチＢＯＸ’《プリ
メール》《ウルトラ》プラスアルファ
の内容ですが、これまでの CD版と
違ってヘッドフォンアンプ＋DVD（プ
レーヤー）などがメモリープレーヤー
一台に集約されますので機能や内容を
考えれば価格にある程度納得頂けるの
ではないかと思います。

　最上位機種は来年６月くらいの発売の
予定です。内容は現在検討中です。

●�‘ブレインスイッチBOX’‘ミラクル
サウンドBOX’‘リスニング�Dr.�’‘ブ
レインシンフォニー’等のＢＯＸ製品
のヘッドフォンの残りは8本（8セッ
ト）くらいになっています。これが完
売した場合には全て新しいメモリープ
レーヤーになります。ご入用の方はお
急ぎ下さい。

　　ご紹介もお待ちしています。

《下取りについて》
　新しいこのBrain�Training�Systemを
検討して頂いている方も多いでしょう。
　そこでお持ちのＢＯＸ製品の下取りを
したいと思います。
　下取り品についての製品の状態は問い
ません。
　ご希望の方はお問い合わせください。

《通信コースのお勧め》

　受講費用は16万円、補償金５万円（受
講後返金）25日間専用機をご自宅にお
送りし 3日毎に私、傳田が直接ご指導
いたします。

　伝聴研最強のツール〈通信コース〉は
この20年価格を据え置いてきました。
　動く機械も少なくなり、機械自体を大
幅改良する必要が出てきました。
　これに伴い新規の方の場合は値上げを
考えています。
　改定前に受けて頂いた皆様はこれまで
の価格体系を維持致します。
　ご興味がある方は予約をしておいて下
さい。予約の方は今後も旧料金を適用い
たします。
　予約金は１万円（受講費からさらに
１万円の割引になります）
　予約割引は新たに申し込まれる方のみ
です。
　受講時期は、後日の相談になります。
　予約をお待ちしています。

《ヘッドフォンのバージョンアップ》
　《ウルトラ》ヘッドフォンの単体販売
は終了していますが、《ウルトラ》への
バージョンアップはこれまで通り、今後
も受付ています。
　トレーニング効果が大きく違いますの
で、バージョンアップをお勧めいたしま
す。

　BOX製品に付属しているヘッド
フォンはたいへん高音質ですが…
《ウルトラ》は微細な超音波を発生さ
せるために、脳へ直接刺激を出せる
ためにより効果的なトレーニングが
可能になります。
《ウルトラ》へのバージョンアップは、
「バージョンアップ希望」と書いて
送ってください。性能チェック、コー
ド、耳当ても同時に新しいものに取
り替えてお返し致します。

送料込み 36,000 円

《トレーニングにはお手持ちの
トレーニングＣＤを増やして！》

　このトレーニングシステムを効果的に
トレーニングする方法はできるだけ新鮮
な気持ちでやって頂く事が大切です。
　同じCDでトレーニングを続けている
と、特徴的な音質でもあることから次第
に覚えて刺激が少なくなってきます。
　刺激を新鮮に保つために追加のトレー
ニング CDをお持ち頂き、各４枚ずつ
を一組として、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、新たな気分で新鮮に聴く事ができます。
　そのために合計17種類のトレーニン
グＣＤを用意してあります。
　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。
　キャンペーン価格をご利用下さい。

《自然音ＣＤのお勧め》
　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
ングの一時休止期間、もしくはトレーニン
グの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。全て私、傳田が海、山、山里に出
掛けて録音、編集したものです。
　ご注文は備考欄に書いて下さい。

１枚3,600円	3枚 10,000円
5枚 16,000円

CDが壊れた場合の交換。
　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。
　まずは気軽にお電話を⋯。

一枚1,600円送料サービス

ヘッドフォンが壊れた場合。
　ヘッドフォンの修理、交換（35％
引き）もこれまで通り受け付けてお
ります。
新品交換は、ノーマル12,000円

《ウルトラ》30,000円
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【新商品のご紹介】
　たいへん長らくお待たせいたしまし
た。
　USB オーディオ《デンダック》が
３年ぶりに製造できました。
　《デンダック》や《ヘッドフォンアン
プ》が製造できない事から携帯型CDプ
レーヤーを紹介していましたが、この《デ
ンダック》は一時オーディオ関係の方か
らたいへん注目を集め、小型超高性能の
USBオーディオとして評判になりまし
た。

　パソコンをお持ちの方はパソコンの
DVDプレーヤーにCDを入れて、USB
端子にこの《デンダック》を差し込んで
使います。パソコンやDVDプレーヤー
の性能に関係なく、超高音質な理想的な
音が再生できます。
　十数年販売していましたが故障も殆ど
なく安定しています。
　お買い頂いた方には故障を防ぐために
アダプターをサービスしています。
　携帯用CDプレーヤーやラジカセなど
で再生させてトレーニングをしている方
は、パソコンのDVDプレーヤーをご利
用下さい。
　音楽はこんなに綺麗な音がするんだ、
と感激して頂けると思います。
　現在 IC不足で酷く ICが手にはいらず
入手できたとしてもえらく価格が上がっ
ています。今回は従来の価格でお出しで
きますが、会報の期間が過ぎたら一割程
度の値上げを致します。
　この機会にどうぞお求め下さい。
定価14,850 円

会報価格14,100円

《枕》革命
　《ウルトラ》の開発者が亡くなり、変
なオジサンも亡くなり、革新的な製品が
世の中から姿を消して行きます。天才は
恵まれないと思いながらも、会報で紹介
できるものもドンドン少なくなってしま

うと心配していると、どう言う訳かまた
革新的なものが入ってきます。

　歯磨き、ナチュレソフィアを作った方
が「伝聴研にピッタリな枕を作った」と
突然訪ねて来てくれました。
　しかし、カバンから出した本体を見る
なり、「えー ??!! なんじゃいコレは！」
と思ってしまいました。
　見てくれも悪いし、色も茶色でグロテ
スク。
　しかし、あの優れた歯磨きを作った方
だから、と一応説明を聞いていました。
　この方は健康食品を扱っていました
が、本業は整体師との事でした。
　僕の頭や首や肩を触りながら東洋医学
的な説明いろいろされていました。話の
内容には納得できましたし、その昔は、陶
器の枕。明治時代あたりまでは、甲高の枕
でした。籾殻や蕎麦殻などいくらでも材
料はあったはずです。そこには何か利点
があったのだろうとは思っていました。
　近年は柔らかい上、また肩まで埋まる、
低反発の枕などが人気で、硬い枕などは
時代を逆行していると思いますが⋯。
　多くの皆さんもきっと枕が合わないと
沢山の枕をお持ちだと思います。が、私
の頭もなかなか難しくて、買っては使え
ず元のものに戻るという事を繰り返して
いました。合わない枕だと酷い頭痛が起
こり、最悪な朝を迎える事になります。
　ご紹介するこの枕はプラスチック剥き
出しで硬く重いので陶器とそれほど変わ
りません。
　枕の凸凹の突起は頭部のツボを刺激す
るためのようで、横にしても使えます。
　本当に寝る事ができるものか、半信半
疑、取り敢えず私自身試してみる事にし
ました。
　恐る恐る枕を当ててみると何と頭に
フィットしたではないですか。でも「頭
が痛くなるだろうな」と思いながら眠り
につきました。
　目が覚めると、後頭部の骨近辺が少し
痛かったものの、その日はドライアイ、
鼻炎も少し楽になっているのに気付きま
した。
　今もそのまま使い続けていますが、今
ではこの枕で寝ることが楽しみになって

います。
　詳しい冊子が付いています。
　この枕は皆様に紹介するのに値すると
自信を持って推薦いたします。
　色は検討すると言っていますが、材質、
形、価格的にも皆様の理解を得るには難し
いと思う事から有料になりますが、サンプ
ルを一週間の貸し出しをすることを企画
しました。代引き2,500円です。お買
い頂く場合は貸し出しの 2,500 円を差
し引いて正規の枕をお送りいたします。
　サンプルも正規品も手作業で作ってい
ますので、予約販売になります。
　是非試して頂きたい革命的‘枕’です。
　安眠・顎関節のコリ ･肩首のコリ・歯
ぎしり・くいしばり・イビキ・無呼吸・
不眠等、日々コツコツと継続することで
徐々に快方に繋がるのではないかと思わ
れます。
貸出品� 2,500円（送料込み）
Hado 体　大 2個�小 13個入り

77,000円
Hado 体　大 4個�小 10個入り

132,000円
Hado 体　大 9個�小 10個入り

198,000円
Hado�全面入り� 363,000円

《水素》suisonia
　水素の製品は世の中に多々あります
が、私が信じたものは一つもありません
でした。しかしこの製品は良いのではな
いかと一応情報としてお伝え致します。
◦スイソニアは、特許 医療器具 !!
◦電気分解生成水素より、還元力が強い
　《加熱蒸気還元法》により生成される、
つまり水素を含む蒸気配合気体を吸収し
て、生体内の活性酸素の過剰発生を防ぎ
ます。
　操作が簡単で、気軽にご家庭で使用出
来ます。
【スイソニアの特徴】
※�口腔内細菌に対
し、静菌作用を
持ち、更に腸内
環境も良くし、
全身の免疫力を
整え、また細菌
の発育や増殖を
抑制します。

※�上記混合気体が
生体内に入る事
により、ミトコ



4

会報37号注文書
注文受付期間： 会報到着後～ 2022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。
※￥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 メモリープレーヤー基本セット ￥240,000
2 メモリープレーヤー中級セット ￥360,000

3
3 通信コース“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 トレーニングCD（35分シリーズ1枚7,780円）（40分シリーズ1枚8,900円）

4

5 USBオーディオ《デンダック》 ￥14,100
6 枕お試し申し込み ￥2,500
7 枕Hado体大2個小13個入り ￥77,000
8 枕Hado体大4個小10個入り ￥132,000
9 枕Hado体大9個小10個入り ￥198,000
10 枕Hado体全面入り ￥363,000

6
11「自然の中のモーツァルト」 ￥15,000
12 キクイモ ￥6,600
13 不思議な石鹸　1個（1,875円）/６個セット（10,500円）/10個以上の単価（1,680円）

7

14 新乳酸菌サプリ《11-1》　チラシをご覧下さい。 ￥9,600
15 パーフェクトーサ　30袋 ￥23,760
16 亜麻仁油生搾り　550粒（1パック9,000円/3パック24,000円）
17 でんでん米　200g（1パック373円/10パック以上ご注文の単価350円）
18 スーパー糠（NUKA）　250g（説明書100円/1袋800円/3袋2,100円）

8

19 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）
20 桑の葉茶　20パック（1袋1,500円/3袋3,800円）
21 超ミネラル水/「歓喜の響」2L入り ￥9,900
22 超ミネラル水/「歓喜の響」　定期購入（年間６本以上前払い）1本あたり9,000円 ￥54,000
23 還元リップバーム（1本3,550円/3本10,000円）

9

24 歯磨き〈ナチュレソフィアプレミアム　〉65g１本3,000円　4本11,400円
25 ◆足楽です輪（1セット2,200円/3セット6,000円）　◆集中できます輪（１本1,375円）茜・藍色
26 車用触媒《MG-Z》 ￥9,900
27 粒状オイルサプリメント ￥1,580

10
28 温泉円盤（SpaUFO）◆小 ￥26,000
29 糖鎖クリーム《歓喜の恵》 ￥9,900
30 浄水器（送料、設置料別） ￥286,000

11

31 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）

32《蘇生砂》　1kg（1袋1,000円/3袋以上は1袋900円）
33 CD、DVD湿式レンズクリーナー ￥1,980
34 ヘッドフォン変換アダプター（お一人様３個まで） ￥150

※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
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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ンドリアが活性化され、抗炎症作用・
血管安定作用・抗酸化作用を発揮しま
すので、人間が本来持っている自然治
癒力が高まります。

【システム】
　700〜 750 度という高熱と特殊カー
トリッジを用いて、自ら還元された水素
を生成して水蒸気と混合させています。
それを抗菌コーティングされた特殊な吸
入チューブを用いて鼻まで運び、吸入し
ます。

　医療器具ですが、具体的な症例を出す
のは医療器具といえども難しいようで
す。
　価格は 120 万円ですが、レンタルも
あります。
　興味ある方はお問合せ下さい。パンフ
レットをお送りいたします。

「自然の中のモーツァルト」特売
　大分前になりますが、モーツァルト大
はやりだった時期に、ある業者から「モー
ツァルトを作って貰えませんか」と要請
を受けました。
　「そんなのただの選曲だけでしょう。
それなら僕がやらなくても誰でもできる
でしょう」と断り続けました。
　それはモーツァルトを聴けば胎教に良
い、何でも治る的な情報が流布されてい
たからで、「ならオーストリア人には病
人はいないと言う事でしょう」
　「バカ言うんじゃない！」そう思って
いたからです。モーツァルトの音楽だけ
にそんな効果があるわけないのです。世
の中がそれに乗せられているんです。

　モーツァルトの生誕、没後にブームも
去った頃、また要請がありました。
　選曲だけでは面白くない。「何かアイ
ディアがあれば作ってもいいけど！」ど
う料理しようか考え始めていました。

　ある年の５月末深夜、鳥の声の録音に
出発し、徹夜で車を飛ばして早朝、目的
地の造成が終了したばかりの別荘地に着
いて録音を始めました。
　太陽が出てきてとても暖かくなり、窓
を開けて、小さな音で、音楽を聴きなが
ら握り飯を食べ始めた時、窓から鳥の声
が入ってきます。「ああ、自然の中はい
いな！」と眠さもあり、ボーッと聴いて
いたその時、「ハッ。そうだモーツァル
トの音楽に自然の音を被せたらどうだ」
という名案が浮かびました。
　帰ってから早速選曲に入りました。
　朝、昼、午後、夜と分けて、鳥の声、
セセラギ、波の音を被せよう。
　音楽はモーツァルトの中でもあまり知
られてない曲にしようと制作したもの
が、ご紹介する「自然の中のモーツァル
ト」です。
　モーツァルトはパターンが同じなので
次第に聴き飽きてしまいます。
　しかし一曲 5分前後の曲にして変化
を付け、さらに自然音を加えました。そ
の事からこのCDは聴き飽きすることが
ありません。
　お客様がみえた時には４階サロンに
て、よくこのCDを流していますが、う
るさいと思った事は一度もありません。
傑作です。
４枚組17,360 円� 特価15,000円

【従来品のご紹介】
糖尿の心配がある方に朗報

《キクイモ》
　キクイモは菊のような花と生姜のよう
な根の菊科の植物。

　水溶性植物繊維「イヌリン」を非常に
多く含有！
　太陽と大地の恵みの食材。
　イヌリンの働きの驚異！
◦食後の血糖値の急激な上昇を予防

◦GLP-1（痩せるホルモン）の分泌を
促す

◦中性脂肪の蓄積予防
◦胆汁酸の排泄増加によるコレステロー
ル値の低下

◦イヌリンとＮａの結合による、塩分吸
収防御

◦Ｃａ・Ｍｇ・他ミネラルの吸収を促す
◦過剰糖化防止による美肌効果、また糖
尿病・アルツハイマー病・動脈硬化等
の予防

◦ビフィズス菌や善玉菌の餌の役割
◦有害物質を腸内で吸着させ、排泄
◦砂糖の１／４と低カロリー
〈微量元素ミネラルとイヌリンの相乗効果〉
微量元素ミネラル〈歓喜の響〉キクイモ
生活を同時に食することにより次のよう
な相乗効果が期待できます。
抗酸化酵素・免疫システム・酵素全般ま
たホルモンの触媒として働く。
微量元素ミネラルや常量ミネラルの吸収
を、イヌリンという植物繊維は、ブレバ
イオティクスという働きにより、吸収力
をアップさせ、乳酸菌、ビフィズス菌増
殖促進作用・整腸作用・炎症性腸疾患の
改善などに役立ちます。１日15粒。

450粒入　特価6,600円

《不思議な石鹸》
　不思議なオジサンのフライパン、業務
用プレートもお陰様で完売し、いよいよ
オジサン製品も終わりに近づいてきまし
た。
　4000 個あった石鹸も残り 1000 個
を切りましたので、今回で販売終了にな
るのではないかと思います。
　注文順にお送りいたしますが、在庫が
なくなり次第終了になります。

キャンペーン価格　１個			　1,875円
６個　10,500円

10個以上1個につき1,680円
キャンペーン終了後は、平常時会員価格
2,610円になります。
※キャンペーン期間中は何回でも。
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世界初、免疫乳酸菌《11-1》
（イチイチのイチ）

　大反響のこのサプリメント。たいへん
多くの方から定期購入のお申込頂いてい
ます。中には３年分をという方も。
　お便りに「◌◌」に効いた、「〜〜が
なくなってしまった」。
　「私に合っているようです」。との声が
多数。

　勇気を持ってこれからもお勧めできま
す。是非皆様も一度お試し下さい。
　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
販売は禁止と言う事から安心して取り
扱っています。一日一袋を摂取。

１箱30包入り　9,600円
パンフレットをご覧下さい。
定期購入申し込みも受け付けています。
お問合せ下さい。

《パーフェクトーサ》
自己免疫力を高め、細胞を生き生きと！
糖鎖は細胞間コミュ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省く）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。
　大勢の方にご愛用頂いています。
　一日一袋を召し上がって下さい。
	30 袋入り　26,400円➡23,760円

《亜麻仁油生搾り》
　多分このサプリが効くのではないのか
と思っていた矢先、こんなニュースが飛
び込んできました。

■健康産業速報ニュース■
オメガ３系脂肪酸で研究報告、新型コロ
ナの罹患率低減
新型コロナウイルスに対する栄養素や食
品成分の有用性を報告する研究が、各国
で相次いでいる。米国の非営利団体「脂
肪酸研究所」のArash�Asher�氏と、米
国Cedars�Sinai�医療センターの研究者
らは、オメガ３系脂肪酸（ＥＰＡ・ＤＨ
Ａ）が新型コロナ感染症への罹患率と死
亡率を低下させるとする査読前論文を公
表した。
　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。一回４〜８粒が目安。毎日８粒飲
んでも２ヶ月以上の量が入っています。
　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。
　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１パック		　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、非常食にも
うってつけです。

200ｇ　1パック　373円
10パック以上は	 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
います。

　最近類似品がテレビコマーシャルで流
れているのを見て驚いてしまいました。
　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。
　スーパー糠をフライパンで乾煎りして
ご飯に振りかけて食べます。他にも使い
方いろいろ。
　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
250ｇ1袋　800円　３袋　2,100円
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《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 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、
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。
　定価3,730円

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。
ティーバッグ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。虫刺さ
れや軽い火傷にも
効果があります。

　飲む目安、通常時体重 60㎏の方は１
日60㏄
　定価11,000 円� １本　9,900円
※�定期購入は前払いですが、配送時期を
ご連絡ください。

　定期購入（年間６本以上）
６本分先払54,000円

※必要に応じてお届けいたします。

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。
　毎回予定数の二倍ほどの注文が入りま
す。26号から扱い始めましたが、世間
にも徐々に広がり始め、今では病院など
でも扱い始めたようです。
　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。
　この他にもさまざまな報告があります。
　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⋯。
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　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
などが酸化の原因を生み、老化要因にな
ります。
　還元とは反対に免疫力アップ、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。この還元力を強めてくれるの
がリップバームです。
　定価3,850円
キャンペーン価格１本　		3,550円

3本			10,000円

歯磨き（歯周病）
〈ナチュレソフィアプレミアム〉
　大変多くの方に使って頂いています。
　カナダに住んでいる私の姉から、歯が
痛いんだけど、コロナで歯医者にいけな
いから至急送ってくれないかという電話
をもらいました。国際郵便の方法が変わ
り、もたもた一ヶ月も過ぎてとりあえず
送りました。
　その一ヶ月後、「すっかり良くなった、
凄いわね！」と連絡がありました。
　32種類の自然由来の成分を絶妙にバ
ランスよく配合。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
のです。
　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。
　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

出すように差し込みます。
　私もこの方法で痛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、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。

次回から値上げの通知が来ています。
65 ｇ　　定価 3,300 円

キャンペーン価格　　3,000円
４本組　	11,400円

《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。
　こんなものなら柔らかいゴムで代用で
きるのではないかと試しましたが、うま

く行きませんでした。
　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　2本組１セット	2,200円

３セット	6,000円

《集中できます輪》
　こんなもので？？という不思議な商品
ですが、皆様に紹介してみると、次から
次へと追加注文が舞い込んできます。
　もともと紐を編んだものですので、半
年もしないうちに伸びきってしまうよう
です。
　効果抜群で、安いので気楽に追加の注
文を下さるのでしょう。

　一時製造がストップして供給できなく
なりましたが、また製造を開始いたしま
した。
今回も在庫を多くしておきますので、ど
うぞお試し下さい。
★頭がシャキッとする。
★集中できる。
★仕事の効率が上がる
色指定　茜色 or 藍色�１本		1,375円

車用《オイルサプリメント》
　石鹸とフライパンでお馴染みの不思議
なオジサンが作った製品の最後の紹介に
なると思います。
　このMG-Z とオイルサプリメントの
特売で最後になると思います。
　残念ですが、オジサンはこれで取扱い
は全て終了になります。

　この商品の難しい所はエンジンがス
ムースになり震動も少なくなる事からつ
いアクセルを踏み込んでしまいます。
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　そのため燃費が伸びる事がなかなか実
感できないことです。
　私はガソリン車のデリカを30万㎞と
長年愛用していますので、凄い商品とい
うのは良く理解できています。オイル交
換は約２万㎞、車検の時しか交換してい
ません。それでも30万㎞、エンジンは
すこぶる快調
です。
　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。
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。一年、一万㎞と思って下さい。

超特売
【MG-Z】 45,000円➡9,900円
粒状〈オイルサプリメント〉

２個組　4,400円➡1,580円
　これぞ泣きたくなるような出血大サー
ビス、ガソリン高を救います。
全て在庫限りです。

《小型 温泉円盤》
　以前からご紹介している温泉円盤
｛Spa	UFO｝に小型の製品が加わりま
した。（大型をご希望の方はお問合せく
ださい）
　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。

　その一つに育った大地が心理に影響し
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。
小型温泉円盤

定価28,600円→　26,000円

糖鎖ローション
《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。
　私はこのお陰で冬の乾燥肌からくる痒
みから解放されて足を掻きむしる事もな
く、スネ毛は綺麗に生えたままです。
　私はひと冬で３本使いました。これが
無かったらと思うとゾッとします。

　売り切れる
と大変ですの
で、既に自分
の分として三
年分は確保し
ています。
　これでも痒
みが治まらな
かった場合は
マ ツ キ ヨ で
売っている〈か
さ肌かゆ肌〉
の ジ ェ ル を
塗った後、〈歓
喜の恵〉を塗っ
てみて下さい。
私は今年から

この方法もとっています。
　皆様にも沢山買って頂きました。追加
の注文も沢山あり、紹介した甲斐があっ
たと嬉しく思っています。肌への吸収力
は抜群ですので、顔や皮膚に付けると
突っ張る感じがありますが、２回塗りし
て頂くととても効果的です。
　乾燥肌、アトピーにも効果があります。
また一般の乳液としても使って下さい。
◆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ニキビ吹き出物、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、アセモの解消
♪�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

200ｍｌ　12,600円→9,900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。
※�パンフレットはご希望があればお送り
いたします。

て来るのは有名です。

　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

《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
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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
然音録音で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　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。

《蘇生砂》
　歓喜の響、浄水器、温泉円盤、歓喜の
恵などを開発した会社の商品です。
　ここで残った細かな粒子の砂を利用し
た商品だと思います。
　今年も私はベランダに勿論大型の鉢植
えですが、ナス、キュウリ、スイカ、そ
して今年は新たにメロンに挑戦しまし
た。結果は最高！
　勿論、この蘇生砂を利用しています。
毎年とても美味しい実を頂いています。
　全てに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。

　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
3袋以上は１袋　900円

【音響製品】
【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
1,980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。� １本　150円

【25 回】心理カウンセラー
　E.M 氏

　もともと人から相談を受けることが
多く、「なぜ、人の気持ちがよくわかる
の？」と言われ、心理カウンセラーの
道を選んだ。クライアントは性別、年齢、
職業もいろいろで、口コミで訪ねてく
る。己を知れば、「幸せ感」のある生活
ができる。「私はそのきっかけづくりを
しているのです」と、多くの人の幸せ
づくりをお手伝いしてきたが、長い間、
骨格の歪みに悩んでいた。何年間も整
体や、気功、ヨガなどに通うなど、い
ろいろな健康法を体験してみたものの、
どれもしっくりいかずに悩んでいた時、
『聴覚訓練』で骨盤の歪みが治ったとい
う友人の紹介で伝聴研を訪れた。

　初めて体験した日、帰りの電車の中
で気分は爽快！�鳥のさえずりや虫の声
に敏感になり、自然の音の素晴らしさ
が癒しをもたらしてくれることに、ビッ
クリするほどの効果を感じた。翌朝には
「あれっ」と感じるほど肌がスベスベに
なり、声も高くなっていることに気づい
た。「実は、骨格が歪んでいたというの
は、筋肉が緊張して委縮していたのです
ね。それが『聴覚訓練』を受けていると、
その筋肉が弛緩していくのが体感とし
てわかるのです」こうして骨格の歪み
がとれたばかりか、耳が刺激されると、
今まで聴こえていなかった音が聴こえ
るようになり、今までいかに聴いていな
かった音があったかがわかったという。
自信のついたMさんは、肩こりや偏頭

痛のひどい人には特にお勧め、といっ
ている。

連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談
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夏季休暇

2022年８月15日㈪〜

2022年８月19日㈮

定休日、営業時間

定 休 日　　　土日、祝日

営業時間　　　10時〜18時

体験のお知らせ
　体験をご希望の方は私、傳田が在社
の限り、個人的にお受けしています。
体験は午後１時以降、夜でも大丈夫で
す。ご予約下さい。

会員会報・第37号・2022年６月	発行
	㈱	傳田聴覚システム研究所（伝聴研）

〒 222-0013 　横浜市港北区錦が丘 11 番 17 号
TEL：045-439-5955 　 FAX：045-439-5956
info@denchoh.com 　　http://www.denchoh.com

【開発秘話】　第 14 話

《音楽に構造があった》

　出版を待っている丁度その頃の事
だった。
　数年前から、社会人の吹奏楽団を
教えていた。そのメンバーの一人に
クラリネットと指揮法を教えた人物
が居て、東大の数学科の助手になっ
ていた。彼も研究真っ盛り、大事な
論文を控えていた時だったらしい。
一際鋭くなっていた。
　ある夏の日、彼と彼の仲間が酒を
携えて訪ねてきた。久しぶりの酒盛
りで盛り上がれると、飲み始めた。
　酔いが回り始めた頃、彼が私に食っ
てかかってきた。

　「あんな事は言えない、理論になっ
てない」と始まったのです。
　次第に白熱してくると、仲間たち
は無言になり、僕と彼の二人の大論
争になってしまった。仲間たちは彼
一人を残して先に帰ってしまった。
「これで師弟の関係は終わった」と帰
り際に言っていたとの事だ。
　正に胸倉を掴んで殴ってやろうと
思った事何回も。
　彼は研究の最中で、自分の合理的
な理論を構築するのに曖昧さを許せ
ない立場にもあったのかも知れない。
　いつもの様子と全く違う。
　私は彼に執ように責められても論
理的な反論ができない虚しさがあっ
た。そのために爆発しそうな感情を
抑え、我慢を重ねていた。
　とうとう夜明けを迎えてしまった。

　酔いも冷め、コーヒーを飲もうか
と台所に移動した。
　二人とも喋りすぎで疲れもピーク。
　さすがに言葉数も少なくなってい
たが、議論は続いていた。
F：「それじゃーまるで音楽に構造が

あるみたいじゃないですか」
私 :「だからさっきから言っているだ

ろう。あるんだよ」
F：「じゃ一体その構造は何んです

か？」
私：「蹴鞠のように糸を複雑に絡めた

ような構造だよ」
F：「それだったら解せるでしょう」
私：「それが解れないから困っている」

「どうして解れないのかわからな
い」「⋯⋯」「まるでその中に隠
れた糸があるようで⋯」「電球の
フィラメント⋯」

� 「⋯」
顔を見合わせ、「⋯螺旋？」
と同時に閃き、顔を見合わせた。
私 :「そうだ螺旋だ」
� 「⋯」
F:「そうですね。DNAのような螺旋

構造ですね⋯それが絡まってい
る」

F:「それだ！」

� 「⋯」
私 :「二本じゃないな⋯」
� 「⋯」
F:「二本じゃなさそうですね⋯」
� 「⋯」
私 :「そうだよね⋯」
� 「⋯」
私 :「何本だろう⋯」
� 「⋯」
F:「音楽には最小限必要な要素は幾

つありますか⋯」
� 「⋯」
私 :「発音、発音体、⋯」
私 :「今思い付くのは３つだけど４つ

くらいあるのかな⋯」
� 「⋯」
F:「兎に角二つではなさそうですね

⋯」
� 「⋯」
私 :「二つではないな〜」
　こんな会話とも言えないような閑
散とした会話が2時間も続いていた。

　女房が起きて来て会話が中断して
しまったので、喫茶店が開いている
かも知れないと喫茶店に移動。
　喫茶店でも無言の会話が続く⋯


