
自律神経で最も有名な医学博士が、医学的な側面から音の研究を行い、研究の参加者全員に効果が表れた

音楽があります。今から説明するお話は「聴くだけ」で全員が、大幅にストレス値が軽減し、幸せホルモンが

増加した「音薬」のお話です。ライフスタイルに取り入れることで心が豊かになる、新しい処方箋です。

音の薬、聴く処方箋®
医学的に効果が証明された国内唯一の音薬



聴く処方箋は、機能性のある音楽として医学的に効果が証明されています。聴く処方箋®の制作は、自律神経

の専門家（医学博士）が監修しています。

自律神経で最も有名な医師等が研究し、医学的な効果を証明。

オリンピック日本代表、K-1戦士、F1レーシングドライバー、プロゴルファー、プロ野球選手、Jリーガー、俳

優、トップアアイドル、トップモデル、宝塚トップスターらのトレーナーを担当し、ボディメイキングや身体

の内側と外側からのアンチエイジング、自律神経コンディショニング、美容、ダイエット、エクササイズの指

導を行う。長年、美容外科業界で多くの施術・教育・研究を行い、美容外科の発展に努めてきた。その延長

で美容皮膚科、美容内科、アンチエイジング医学といった新しい分野の治療で指導的立場に立ち多くの

若手医師を指導。クリニックで勤務、研修を受けた女医の多くがメディアで活躍しています。順天堂大学

医学部で小林弘幸教授と共にスポーツ医学、自律神経の研究に従事し　多くのトップアスリートの指導

や新しい健康法の開発に努める。

医学博士 末武信宏

順天堂大学医学部　非常勤講師／第88回日本美容外科学会 会長

国際抗老化再生医療学会 認定指導医／日本美容外科学会 認定専門医／さかえクリニック院長



528Hzを音楽理論や医学的観点から作曲する日本で唯一のピアニスト。その手法が高く評価され、日本レコ

ード大賞企画賞を受賞。聴く処方箋®の最高開発責任者を務めています。

機能を持つ音楽を生み出す作曲家兼ピアニスト。日本レコード大賞企画賞受賞。

作曲家兼ピアニスト ACOON HIBINO

第57回日本レコード大賞企画賞受賞

聴く処方箋®最高開発責任者（CDO）

手嶌葵さんのコンサートや、さだまさしさんのチャリティーコンサートに出演するなど、様々なアーティス

トとのタイアップ実績があり、日本武道館での演奏や国際的な経験も豊富。プロフィギュアスケーターの

アイスショー、プリンスアイスワールドのテーマ曲にも楽曲を提供。2018年には、ACOON HIBINOの楽曲

のみを使った臨床実験が順天堂大学医学部（小林弘幸先生率いる自律神経チーム）で行われ、医学的に

効果があることが証明されました。著書には埼玉医科大学短期大学名誉教授で理学博士でもある和合

治久教授との共作や、順天堂大学医学部教授で医学博士、自律神経のエキスパートとしても著名な小林

弘幸教授との共作などが多数。



順天堂大学大学院医学研究科病院管理科、
順天堂大学院医学研究科漢方医学先端臨床センターで
行われた音楽の効果研究で、機能性の持つ音楽を証明。

研究の参加者（男性・女性／年齢20～40歳）に、「聴く処方箋」と日頃からよく聞かれている一般的な音楽を別日に

分けて聞いてもらい、音楽を聞く前と後で、唾液のストレスバイオマーカー「コルチゾール(※1)、クロモグラニン

A(※2)、オキシトシン(※3)）を測り、同時に自律神経の動きも絶えず記録しました。

「聴く処方箋」を聞くと、コルチゾールとクロモグラニンAの数値が大きく減少する傾向にあり、オキシトシンは大き

く増加しました。一方で440Hzの音楽では、それほど大きな変化が見られませんでした。一般的な音楽とは異なり

、「聴く処方箋」では不安や緊張など全ての気分障害の数値が大きく減少しました。これらの結果から、音楽の周波

数による内分泌系と自律神経への影響は大きく「聴く処方箋」の音楽は5分間聴くだけで、強いストレス軽減効果

も持っていることがわかりました。

※1副腎皮質から分泌されるホルモンの一種です。心身がストレスを受けると急激に分泌が増えることからストレ

スホルモンとも呼ばれています。（聴く処方箋で大幅に減少）※2 副腎髄質クロム親和性細胞や交感神経ニューロ

ンから分泌される主要なタンパク質の一種。唾液中クロモグラニンAは高感度な精神的ストレス指標として有用

であることが示唆されている。（聴く処方箋で大幅に減少）※3 脳の視床下部で生成され、下垂体から分泌される

ペプチドホルモンの一種。幸せホルモンとも呼ばれており、体内の自律神経を整え、ストレスを軽減させる効果が

ある。（聴く処方箋で大幅に増加）



聴く処方箋は、あなたの生活を豊かにし、ストレスフリーの環境を提供します。
ライフスタイルに合わせて取り入れるだけで、幸せホルモンも増加。

公共施設・病院・スポーツ施設・エステなど多くの場所で導入されています。
全国で利用者が急増している聴く処方箋が、ご自宅でも簡単に導入できます。

聴く処方箋®の研究では、幸せホルモン（オキシトシン）が増加することが証明されております。オキシトシンは、「

幸せホルモン」のほかに「恋愛ホルモン」「愛情ホルモン」「抱擁ホルモン」「信頼ホルモン」「絆ホルモン」「思いや

りホルモン」「癒しホルモン」など、さまざまの異名を持つ神経伝達物質のひとつです。

心に安らぎを与え、気持ちを前向きにしてくれるホルモンです。もともとは出産や子育ての際に分泌される物質と

して有名でした。オキシトシンが分泌されたとき、（１）幸せな気分になる（２）不安や恐怖心の軽減（３）ストレス

緩和（４）学習意欲や記憶力の向上、など多岐に渡ると言われています。

聴く処方箋®は、聴くだけで「幸せホルモン」を増加させることができます。

小林メディカルクリニック さかえクリニック 国際バリ・スパ協会

天然温泉 ゆの里 天河大弁財天社 ヤマエ食品工業株式会社

京都府亀岡市役所 福岡県中間市役所 ティップネス



聴く処方箋®は「耳から聴くだけ」で様々な効果があり、
音の薬・音のサプリと呼ばれています。
医師も生活の中に取り入れており、その効果が証明されているサービスです。

聴く処方箋は、6つのカテゴリの楽曲を準備しており、その楽曲リストは毎月増えています。ライフスタイルの中で6

つのカテゴリを使い分けて聴くことで、より高い効果を期待することができます。一例として、朝は緊張緩和やリラ

クゼーション、仕事中は集中、夕方はストレス軽減、夜は自律神経調整と睡眠導入を取り入れるなど、生活に合わ

せて自由に調整をして下さい。医師監修の楽曲が、あなたの生活をより良いものに成長させてくれます。



定額制で聴き放題、ご自宅に専用端末と専用スピーカーをお届けします。
1日に換算すると110 円、たったこれだけではじめられます。

聴く処方箋の始め方は簡単です。月額3300円の会員になれば専用スピーカーと専用タブレットが届きます。届い

た「その日から」すぐに始めることができます。初月よりお好きなカテゴリがひとつ聴き放題です。

聴く処方箋では、しっかり効果を感じて頂くために音のチカラにこだわり、専用タブレットと専用スピーカーをお届

けしています。開封して電源を入れ、タブレットとスピーカーを接続するだけ。タブレットより選択をした聴く処方

箋®が。専用スピーカーから流れます。

下記の全てのスタートキットが月額3300円、1日に換算すると僅か110円です。

1日110円で聴く処方箋を生活に取り入れることができて、専用機器も使えます。

 3,300円 12ヵ月～ 聴き放題

お客様向けマニュアル

料金 契約
処
方
箋

月額

専用タブレット 専用スピーカー 聴く処方箋の説明書



聴く処方箋®はスタートプランからはじまります。お好きなカテゴリがひとつ聞き放題です。例えば、睡眠導入を選

択すると1カ月間「睡眠導入」が聴き放題になります。毎月、カテゴリを変更することができます。ひとつのカテゴリ

には複数の楽曲が含まれていますので、飽きることはありません。

ひと月に2つのカテゴリを利用したい場合は、追加契約が必要になります。例えば、毎日「睡眠とストレス軽減」を利

用したい場合は、ひと月に２つのカテゴリが必要になりますので１カテゴリを追加してください。

聴く処方箋®生活をはじめよう。
使い方は、とてもシンプルで簡単です。

一番人気のプレミアムプランは、すべての聴く処方箋®が聴き放題。

タブレットと
スピーカーを接続。

専用タブレットで
聴く処方箋にログイン。

専用タブレットで
聴く処方箋を選択。

専用スピーカーより
聴く処方箋が流れます。

毎月ひとつのカテゴリが選択可能

聴き放題 チェンジ放題
毎月カテゴリのチェンジが可能

カテゴリ追加や専用機器の追加が可能

追加オプション 全機能使い放題

全カテゴリが使えるプレミアムプラン

基本料金 3,300 円にオプション機能を加えて自由にカスタム。

1カテゴリ追加

プレミアムプラン

専用タブレット

専用スピーカー

ひと月の上限数をひとつ増やすことができます。

ひと月の上限数がなくなり、全てのカテゴリが利用できます。

専用タブレットを１台、追加することができます。

専用スピーカーを１台、追加することができます。

990円

3,300円

2,200円

990円

( 月額 )

※プレミアムプランに加入すると全ての機能が使い放題になります。（ 基本料金3,300円 + 全カテゴリ解放3,300円 = 合計6,600円 ）



上記は聴く処方箋が活用されているほんの一例です。ライフスタイルの様々なシーンで利用されています。

大事な商談や面接前に緊張を緩和したい、落ち着きたい

癒されたい、リラックスしたい、嫌な気持ちを忘れたい

勉強や仕事で集中したい、集中力が続かない

体調が悪いとき、自律神経が乱れているとき

運転中のイライラを軽減したい、苛立つ気持ちを抑えたい

睡眠障害でなかなか眠れない、新幹線や飛行機で眠りたい

日本全国で聴く処方箋®愛用者が増えており、日常生活で活用されています。
聴く処方箋®をはじめてから、気持ちが豊かになったと大好評。



聴く処方箋®は、サポート体制も充実しています。安心してお申込みください。

聴く処方箋®は、安心と信頼の証である全国のブランド百貨店でも取扱いをしています。

※お客様の故意・過失による故障の場合は、修理代を頂く場合は御座います。

〒104-8130
東京都中央区銀座 3-6-1
松屋銀座 5階

松屋銀座店
〒110-8503
東京都台東区上野 3-29-5
松坂屋上野 地下 1階
(PARCO_ya 側 )

松坂屋上野店

〒530-8202
大阪市北区梅田 3-1-1
大丸梅田店 13階

大丸梅田店
〒350-0043
埼玉県川越市新富町 2-6-1
丸広百貨店 5階

丸広川越店

〒360-8502
埼玉県熊谷市仲町 74
八木橋百貨店 8階

八木橋熊谷店
〒403-0005
山梨県富士吉田市上吉田 2-5-1
Q-STA3 階

Q-STA 富士山駅店

サポート スピード 支援制度

メール・電話 24時間以内に返答 定期的なオンライン説明会

システム

自動アップデート

機器の故障

無料交換

楽曲

自動アップデート



お申込みはお電話かインターネットより受付しています。

1 お申込み

2 聴く処方箋®スタートキットが到着

3 聴く処方箋®生活のはじまり

聴く処方箋®のスタートキットの設定が完了したら、

いつでも聴く処方箋を体感することができます。

ご自宅に聴く処方箋®のスタートキットが届きます。

内容を確認し、マニュアルをお読みください。

お電話で申込みの方は、平日10時00分～19時00分

までに下記の番号までお電話ください。

インターネットで申込みの方は、次のQRコードを

読み取って頂くか、「聴く処方箋」で検索。

050-8882-5528 聴く処方箋 検索



社 名

英文社名

所  在  地

スタジオ

電話番号

事 業

役 員

資 本 金

創 業

設 立

商 標

永魂メディカルミュージック株式会社

Acoon Medical Music,Inc.

〒108-0074 東京都港区高輪 3-25-29 THE SITE 2F

〒621-0242 京都府亀岡市宮前町神前三泥 8-1（Acoon Moon Studio）

050-8882-5528

最高開発責任者 ACOON HIBINO（CDO）

最高経営責任者 我妻 孝一（CEO）

代表取締役社長 高田 恒浩（COO／MBA経営管理修士）

取締役　副社長 高柳 昭宏（CTO）

528 万円

2015 年 05 月 28 日

2020 年 11 月 17 日

528Hz に関する楽曲制作・商品開発・管理

聴く処方箋に関する制作・開発・販売

528Hz のインターネット通販

528Hz.BGMに関するサブスクリプションサービス

528Hz の CPI 広告モデル楽曲提供サービス

528Hz の専門メディア「528Hz.jp」の運営

528Hz に関する企画・制作、並びにタイアップ

528Hz に関するアーティストのキャスティング

528Hz に関する調査・研究・分析

ACOON HIBINO（登録第 6422624 号）

聴く処方箋（登録第 6395464 号）

永魂 528Hz（登録第 6395465 号）

会社概要

https://528hz.co.jp/

info@528hz.co.jp

050-8882-5528


