
　2020 年の東京オリンピック
開催に向けて国が動き出しまし
た。国際的な舞台で日本のアス
リートが活躍の場を広げ、日本
全国が湧き上がる世界のスポー
ツ祭典、「オリンピック」。 この
祭典を通じて、国内最大の国際
空港がある成田市は、世界中か
ら国際色豊かな人々を迎える重
要都市になります。その東京オ
リンピックに向けて、成田市は国
から特区に指定され、今後の発
展が大きく期待されています。ま
た、「エアポート都市構想」と呼
ばれる提言書も成田市より発表
され、そこには「人」と「物」とい
う2 つの視点から、新しい時代
に向けた街づくりを目指すこと
が記されています。中でも「人」
については「観光」と「スポーツ」
という2 つの大きなテーマに焦
点があてられ、今後の行政対策
が注目されています。

成田が直面する課題

　成田国際空港は開港 35 周年
を迎え、これまで多くの人々を
世界中から迎えてきました。し
かしながら、国際都市化という
ビジョンは掲げられてはいるも
のの、市内では一部市街地を除

いては過疎化が進むエリアが蔓
延し、結果、地域の空洞化を発
端とするコミュニティ崩壊、複数
の小学校の同時閉校、集落の消
滅危機が起きるなど、市民の心
は時代の波に思うようについて
これなかったようです。また、国
内最大の利用者数を持つ国際空
港が存在するにも関わらず、成
田空港が都心から離れている為、
これまでツーリストが、成田市に
滞在することはあまりありません
でした。LCC（格安航空会社）
の誘致により成田空港の利用者
は増加する傾向にあっても、都
心に結び付く導線を基軸に考え
ると結局は羽田空港にはかなわ
ず、いくら空港からバスやエク
スプレスで東京への時間短縮を
競っても、立地条件という根本
的な距離の問題を抱えているこ
とに変わりはありません。東京
というダイナミックで世界的な
大都市がある故、成田市そのも
のが持つ土地柄の希少価値には、
なかなか目が向けられることが
なかったのです。
　人の流れが都心へと向かった
結果、成田市の発展は空港界隈
だけに限定され、いつしか空港
を中心とする市街化区域と、従

来の素朴な周辺地域に連なる村
や町は一線を画し、2 極化の現
象が顕著になりました。それは
成田市の行政が、空港関連の課
題や都内への交通アクセス問題
ばかりに捉われすぎた為、中心
部だけが発展を遂げ、地域の活
性化が置き去りになった結果とも
言えます。そしていつしか過疎や
集落の消滅による空洞化が起こ
り始め、成田にある豊かな自然
や文化財を活かしきれないまま、
危機的状況を迎えようとしてい
ます。国際都市成田とはもはや
名ばかりのものであり、多くの市
民と国際化を目指す行政の思惑
との間には、見えないギャップが
徐 に々大きくなり始めています。
　また、成田の観光資源には成
田山新勝寺の他、佐原の街並み
や伝統文化が体験できる房総の
むら等が存在しますが、これだ
けでは魅力に溢れたものとは言
えません。それ故、空港都市と
して重要な役割を果たすスポー
ツ・ツーリズムも今後、行政主導
で推進されることになり、中台
運動公園や、豊住・下総地区に
施設を拡張することが、今回の

「エアポート都市構想」に明記さ
れています。しかしながら、課題

は山積みです。既存運動公園内
の設備はスタジアムも含め老朽
化したものが多く、また、使い
勝手も悪く、国際的な施設のレ
ベルからは程遠い存在です。更
に豊住・下総地区は交通アクセ
スが限定され、充実した施設を
誇るモダンなスポーツ施設は皆
無です。昨今の地域住民のニー
ズに合う優れた設備を兼ね備え
た各種スポーツ施設を、広いジャ
ンルで網羅しながら、成田市に
おけるスポーツ施設のグレード
アップを早急に推進しなければ、

「エアポート都市構想」の実現は
あり得ないのです。

成田を変える新しい原動力

　諸外国からのビジターが感動
を覚えるような日本の玄関都市
とは、モダンな側面を持ちなが
らも、日本の文化やしきたりを尊
ぶ素朴さを兼ね備えた街を指し
ます。そのような街は、地域住
民の心のゆとりから生まれる暖
かい雰囲気に満ち、誰もがくつ
ろいで、心豊かなライフスタイル
を肌で感じることができます。そ
こには国を愛し、自らの街を誇
りに思う人々が居住し、海外か
ら訪れる旅行者を心から「おもて
なし」します。成田はそのような、
暖かく、開けた街となることを目
指すべきです。
　成田の将来は、行政主導の都
市構想と、地域住民の心に内在
する生まれ育った故郷への熱い
思いとのバランスにかかっている
と言えます。だからこそ、「エア
ポート都市構想」に記されている
プランを実現し、訪れる人誰も
が、また成田に立ち寄りたいと
願うようなリピーターになるよう
に、官民が一体となって観光資
源とスポーツ施設のインフラ整
備を行うための協議を重ね、早
急に結果を出していくことが不
可欠です。成田が単に通りすぎ
るだけの空港都市ではなく、実
際にその街へ向かい、時間を過
ごし、誰もが楽しむことができ
るようなホットスポットになる為

のハードルは高く、思いきった
決断をすることが随所に必要と
なります。そして様々なプロジェ
クトに着手しながら、成田とい
う都市を常に、時代の流れに照
らし合わせて進化させていく必
要があり、そのための「環境」を
整備することが重要です。また、
地元住民の意見も取り入れなが
ら、地元から育った国際人が「エ
アポート都市構想」を通じて、新
しい街づくりに積極的に加担す
ることも大事です。行政と地元
住民のコラボがあってこそ初めて、
温かい「おもてなし」ができる街
として発展し、国際社会に貢献
することができるのです。

「空中美術館」と「アイスアリーナ」の提言

　そこで、スポーツと芸術をブレ
ンドした新しいモデルの振興策
を検討してみました。基本構想
としては、成田市内のＪＲ下総松
崎駅前の広場を用いて、「スポー
ツを楽しむ場」と「地域を感じら
れるアート体感の場」を形成し、
あらゆる年齢層の人が有意義な
時間を過ごすことができる空間
を創生するものとします。そして
周辺地域の既存施設とも優れた
相乗効果を生むことを目論みま
す。具体的には「エアポート都市
構想」の主旨に則り、「スポーツ
とアートの融合」を目指した施設
を、下総松崎駅前に建設するこ
とを提言します。
成田国際空港では、地元出身で
国際的なアーティストであるシム
ラユウスケ氏がプロデュースする

「ふわりの森」と呼ばれる芸術空
間が話題になっています。このプ
ロジェクトは空港を包み込む広
大な森を「現代アートの森」とし
て進化させ、空港に森、すなわ
ち地域そのものをドッキングさせ
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ることで、アジア最大のアート国
際空港を目指すというランドアー
トプロジェクトです。「ふわりの
森」が注目されている理由は成
田の特色、景観を活かすだけで
なく、2020 年までに成田で国
際展を開催することを企画して
いるからです。これまで成田を
素通りしてきた多くのツーリスト
を成田市に集客できる大きな可
能性を秘めていることに注目が
集まります。
　その延長線として、下総松崎
駅前に「ふわりの森　空中美術
館」と、アイススケートを楽しめ
る「成田アイスアリーナ」を併設
し、国際感覚のステータスに相
応しい新しい街の姿を下総松崎
から発信していきます。この空中
美術館は、リンクの屋上部分の
床面が反射板で作られ、美術館
側、すなわち屋上に上ると、下
総松崎上空そのものが切り取ら
れたように空が映り込み、国際
空港を持つ成田の空にこの地域
で創造されたアート作品が並び
ます。そして、美術館の真下では、
アイススケートを楽しむ住民の姿
が浮かびあがって浮かび上がって
きます。このような地域の景観
を感じることができる設計が実
現するならば、成田の上空を飛
ぶ飛行機が映り込んだり、自然
の空を体感できる類のないスペー
スとになります。無論、屋上部分
には空中美術館と呼ぶにふさわ
しい相応しい多くの展示が予定
されています。将来的には駅か
ら徒歩10 分圏内にインドアテニ
スクラブも創設し、更には印旛
沼周辺を行き来できるサイクリン
グロードも視野に入れることが
望まれます。こうしてスポーツと
アートが融合しながら、エアポー

ト構想で掲げる
スポーツ振興を、
アートプロジェ
クトと共に発展
させ、地域の活
性化に貢献する
ことが、私たち
の願いです。
　2020 年 ま
でに、成田空
港を訪れた旅
行者がまず、地
元成田を訪れ

たくなるような話題を提供でき
る街造り街づくりを実現したい
ものです。田園風景のある素朴
な日本の姿を空港近隣でも体感
できる癒しの場所が成田にはあ
ります。そこに国際的な舞台で
アスリートに求められる「技術」
と「感性」を育てることが出来
るようなスポーツとアートの空
間が共存するならば、正に一石
二鳥です。自然の中で育まれる

「SPORTS+ART」のコラボとい
う世界的にも珍しい施設を、下
総松崎駅前に誕生させることに
より、スポーツ振興の発展を担
いながら、成田市のステータス
向上に大きく貢献し、2020 年
の東京オリンピックに向けて、大
切な役割を果たすことができる
のではないでしょうか。　

下総松崎駅前の開発がキーポイント

　世界に開かれた成田を創出す
るには、周辺環境の整備がキー
ポイントになります。これまで成
田市の観光と言えば、成田山新
勝寺が PR の大半でした。また、
海外から訪れる多くの旅行者は、
一旦成田に到着した後、地元を
バイパスしてそのまま都心へ向か
うことが大半です。成田には人を
魅了する多くのツーリストスポッ
トがあるにも関わらず、素通りさ
れているのです。この状況を改
善するため、新たなる観光スポッ
トと点在する文化財、観光、企業、
地域を結び付ける概念が必要と
なり、その為にも、魅力ある街
づくりの創生が不可欠です。
　JR 成田駅を成田線経由で上
野方面に向かうと、次の駅が下
総松崎駅です。成田市内に位置
し、空港からもアクセスしやすい
ことから注目に値します。成田線

は意外にも単線であり、線路沿
いの風景は極めてローカルで素
朴です。下総松崎周辺には田園
が広がり、近隣には印旛沼もあ
ることから、自然環境に恵まれて
います。また、天気の良い日は富
士山を眺めることもできます。そ
の下総松崎の駅前には、今日で
も未開発の空き地が広がってい
ます。JR 成田駅から1つ目とい
う近距離にあるにも関わらず、こ
れまで市街化調整区域に指定さ
れてきたため、何ら開発が手が
けられずに放置されてきたのです。
この抑制がむしろ功を奏しので
しょう。自然に囲まれた地域の
なかで、昔のあり様がそのまま残
されている数少ない JR 駅の1
つとして、貴重な存在と言えます。
　下総松崎駅に注目する理由と
して、まず、駅前周辺が未開発で
あることから街を興し易く、いか
なるプロジェクトでも、行政の協
力さえあればすぐに手掛けるこ
とができることが挙げられます。
地域一帯は更地が多いだけに、
解体の必要もないのです。実際
問題としては、上下水道さえも
JR 駅にはなく、今日でも井戸水
が汲み出されています。それだ
けに開発のしがいがあると、む
しろ前向きに捉えることができ
ます。また、成田から電車で一
駅、空港から車で 20 分たらず
という優れた立地条件にも注目
です。海外からは無論、都心か
らもアクセスしやすく、更にJR
駅前に広大な空き地が残されて
いるという地の利は、もはや無
視できません。下総松崎の発展
が、成田市の今後を占うと言って
も過言ではなく、「エアポート都
市構想」を具現化する為の布石
の1つとなるに違いありません。
　下総松崎駅の近隣には、房総
のむらと、オートキャンプ場を兼
ね備えた坂田ヶ池公園が存在しま
す。また、駅から徒歩15分の場
所には、Trip ＆ Advisorにより
全国トップ20に選ばれた日帰り
温泉施設「大和の湯」も名を連ね
ます。「エアポート都市構想」の公
表を機に、下総松崎駅前が開発さ
れ、近隣に新しいアトラクション
となる施設が地域に密着した形で
造成され、既存のツーリストスポッ
トと融合して相乗効果をもたらす
ことでできるならば、「エアポート
都市計画」の実現に大きなプラス
ファクターとなるでしょう。
　今こそ、下総松崎駅周辺のエ
リアをスポーツと文化、自然が融
合する「国際文化都市」と位置付
け、「エアポート都市構想」に準
じた役割を果たすべく、開発を始
める時です。これまで野放しに
されていた下総松崎駅前が、東
京オリンピックに向けて生まれ変
わる時が到来したのです。国内
最大の国際空港から一番近い日
本を感じることが出来る成田市
の大きな目玉地区として、新しい

観光 PRにもなることでしょう。 
成田山新勝寺を訪れたら、次に
成田の隣の駅、下総松崎にも行
き、自然に恵まれた環境の中で
スポーツを楽しみ、時には体を癒
し、また、国際的なアート作品と
成田の景観を楽しむことが常道
化することは、もはや夢ではあ
りません。下総松崎は、房総の
むらやオートキャンプ場、天然温
泉施設だけでなく、駅前のエアー
パークと新しいスポーツ施設にも
恵まれることにより、エアーポー
ト都市の一部として、成田市の
発展に大きく貢献することがで
きるのです。そして近隣の坂田ヶ
池公園や文化施設には電車で訪
れる人も増え、近隣施設利用の
活性化にも繋がることでしょう。
　下総松崎が文化芸術と創造活
動の場となり、エアポート構想の
基軸の1つであるスポーツ振興
と共に、海外への発信拠点とな
ることなど、一昔前は想像もつ
かなったことです。今、その芸術
とスポーツのコラボが息吹き始
めました。本稿で提言されてい
るプロジェクトが早急に立ち上り、
そこから創生される施設やイン
フラの改善が地元を盛り上げて
いくきっかけとなり、2020 年ま
でに国際的にも認知されるよう
になれば幸いです。これからの
時代、成田を目的地とした旅行
プランを組み、成田に滞在しな
がら、成田を楽しむことも、求
められるようになるでしょう。そ
れがもはや夢ではなく、現実に
なろうとしています。

アイススケートリンクの設立

　「エアポート都市構想」に基づ
いて成田市を衣替えしていく最
中、2020 年に向けて成田のイ
メージアップを実現する為の具
体策の1つが、アイススケーリン
クの設立です。ソチ冬季オリン
ピックで金メダルを取った羽生
結弦選手が記者会見で懇願した
ように、スケート大国として名高
い日本は、肝心なアイススケート
リンクの数が決定的に不足して
いるという危機的な状況に陥っ
ています。冬季五輪効果もあり、
高い人気を誇るアイススケートで
すが、西日本に至っては、スケー
トを通年楽しめるリンクが四国、

九州には皆無であり、近畿山陽
を合わせても数える程しかありま
せん。また、関東地区では千葉
県にはアクアリンク千葉の１カ所
のみ、東京 23 区内でも 3 つの
リンクしか存在しません。
　東京都内では、行政が運営す
るリンクとして江戸川スポーツラ
ンドだけが唯一の区営リンクとし
て知られています。1982年、ス
ケートリンクがほしい、という子
供達の声を聞き、江戸川区長が
建設を決定しました。そしてオリ
ンピックの開催された 2014 年
3月には、１カ月間で 2 万 2 千
人もの来場者が訪れました。人
口密度の違う成田では、一般来
場者数はそれほど多くは期待で
きませんが、スケート大国として
世界に名乗りを上げている日本
にある数少ないリンクの１つとし
て、貴重な存在となることに違い
ありません。
　また、多くの子供達が通うこ
とからアイススケートリンクは電
車の駅前に設立することが最も
望ましく、アクセスが重要視され
ます。下総松崎は都心からは遠
いものの、JR下総松崎駅前に
リンクを建設することが可能で
あり、立地条件に恵まれていま
す。国際空港の近くでオリンピッ
ク選手が育成され、トップレベ
ルのスケート選手も利用するよう
なリンクが完成するのは、もは
や夢ではありません。
　このアイススケートリンクの構
想には、国内のアイスホッケー
チームをコーチするプロのコーチ
がスクールを開催しながら、子
供から大人までアイススケートに
親しむことができるよう、その
指導や普及に協力することが視
野に入っています。その建物内
には、国際規格に則ったアイス
スケートリンクがあるだけでな
く、カフェやリラクゼーション施
設、そして建物の屋上には、ふ
わりの森の公園、空中美術館が
広がります。フィギュアスケー
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東京からでも日帰りで楽しめるリゾート温泉施設「大和の湯」

オートキャンプ場や釣りも楽しめる市民の憩いの場「坂田ヶ池公園」
体験型の博物館「房総のむら」

未開発の土地が広がる下総松崎の駅前



ター、アイスホッケープレーヤー
を初め、多くの子供達が待ち望
んでいる新リンクの設立は、成
田の発展に大きな弾みをつける
でしょう。国際的なアスリートに
求められている「感性」と「芸術
性」を、アイススケートというス
ポーツを通じて育む場を成田に
創生することにより、それが成
田のイメージアップに繋がるだけ
でなく、成田のスポーツ振興の
大きな発展に貢献します。

アーティスト・シティー in 成田 

　下総松崎駅前にはスポーツ施
設と併設する形で、シムラユウス
ケ氏の斬新なコンセプトに基づ
いて設計された公園も造成する
ことを提言します。その公園内
には現代アートギャラリーがオー
プンし、そこには国内外のアー
ト情報が揃えられ、自然の環境

に育まれながら観賞する時を過
ごすことができます。この公園
とは、成田空港にタイアップす
る密接な関係を持っているだけ
でなく、「国際的なアーティスト
が集まり地域を再生する」という
アーティスト・インレジデンスの
ビジョンも兼ね備えています。
　成田市では既に、成田空港を
拠点に、空港を包みこむ広大な
緑を活かし、空港そのものを現
代アートの森に進化させ、その
中に森の美術館が創生されると
いう、「アジア最大のアート空港」
を発信する「ふわりの森」アート
プロジェクトがスタートしていま
す。その「ふわりの森」の延長線
に下総松崎が存在し、それらを
繋ぐ絆が、アーティスト・インレ
ジデンスと呼ばれる地域共生プ
ログラム、すなわち地域コミュニ
ティを再生し、発展させるプログ

ラムです。アーティスト・インレジ
デンスとは、著名なアーティスト
がローカルな拠点を設け、自らが
そこに居住し、住民と交わりな
がら、街の発展にアーティストと
して積極的に貢献することを指し
ます。アーティストが実際に1～
3カ月という長期間、下総松崎
に滞在することで、地域住民と
芸術を通して日々触れ合いながら、
様 な々交流プログラムを提供する
ことが基本コンセプトになります。
　具体案としては、成田出身の
シムラユウスケ氏をプロジェクト
リーダーとし、現在活躍している
アーティストを招聘しながら、住
民と一緒にアーティストも成長し、
その結果として市が発展するこ
とを目指します。そして都心から
このプログラムに参加したい人を
募り、地域の産業や、農業の手
伝いをしたりする場を提供し、コ
ミュニティとの交流を促進し、閉
校になった小学校の跡地利用で
スタジオを開いたり、ハザードス
テーション（避難所）をクリエイ
ティブ空間にしたりと地域を内
外から盛り上げていきます。これ
が、アーティスト・インレジデン
スが示す新しい街づくりの在り
方です。それは下総松崎の場所
を、旅行者やアスリートが立ち寄
る国際都市成田の一角の街とい
う位置付けだけでなく、日本の
素朴な文化と感性との触れ合い
を、国際的なアートを通じて実
現できるような場所に、劇的に
変えていくことでしょう。

成田の将来を担う市民の意識改革

　「スポーツとアートの融合地
点」となる下総松崎が、話題の
スポットになるのは、もはや時
間の問題です。スポーツとアート
が自然の中で融合し、人々 によっ
て育くまれていく街づくりを、み
んなで一緒に手掛けるのが、私

たちの掲げる理想です。本稿で
提言する下総松崎のアイススケー
トリンクは、その屋上に空中美
術館が併設され、スポーツと文
化を融合した複合施設が誕生す
るという、かつてない斬新な試
みとなります。誰もが楽しむこ
とのできる新しい下総松崎の姿
は、スポーツとアートにおいて共
通する感性と感覚を培う、新し
い空間の創造とも言えます。下
総松崎駅前のアイススケートリン
クと空中美術館の設立は、必ず
注目を浴び、周辺地域だけでな
く、県外や国外からも訪れる旅
行者やアスリートと繋がる、新し
いツーリストスポットとして名乗
りをあげることでしょう。
　2014 年、下総松崎駅前では
既に、アーティスト・インレジデ
ンスのプログラムが立ち上がり、
過疎化した地域のコミュニティ
を再生に着手し、国際的に活躍
するアーティストが集まり文化芸
術の海外発信拠点を形成し始め
ています。年末までにはコミュニ
ティースペースの基盤ができるだ
けでなく、翌年にはレジデンス
事業のスタジオや、ギャラリーが
オープンする予定です。地域住
民の皆様とも今後、コミュニケー
ションを密にとりながら、これ
らのプロジェクトが長い目で見て、
本当に地域の発展に貢献し、地
域住民にとって大きなプラスとな
るプロジェクトであることを理解
して頂けると確信しています。

　そのような心の触れ合いを大
切にした、暖かい側面を兼ね備
えた未来指向の街づくりの大切
さを、これまで誰も見向きもし
なかった下総松崎から発信して
いきます。下総松崎で実現でき
ることは、全国どこでも実現で
きるという証となることでしょ
う。かつてない試みであるだけ
に、コストもかかり、リスクも伴
います。しかし、訪れる人、誰も
が感動を覚え、心が安らぐ場所
となることができるなら、いかな
るチャレンジも乗り越えて、実現
に向かい、前に進むべきではな
いでしょうか。　世界に一番近い
成田だからこそ、その成田市内
で最も素朴な街、下総松崎の将
来性は図り知れません。スポー
ツと文化芸術が一緒になって、地
域と繋がる素晴らしい未来志向
のコラボを提言しつつ、日本の
モデルケースとして、これらの情
報を成田から発信していきます。
成田の未来は、決して空港では
なく、地域に住む人々の心にか
かっています。
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成田安食バイパス

大
和
の
湯

房総のむら

成田西陵高

アイススケート・アリーナ
「ふわりの森」空中美術館

インドアテニスクラブ
設立候補地

我孫子方面

JR下
総
松
崎
駅

成田方面

至安食

至成田空港

←

←

上福田

坂田ケ池公園

「アーティスト・イン・レジデンス」の拠点

1957 年生まれ。10 代で米国にテニス
留学。ウォートンスクール（MBA) を
経て、フラー神学大学院卒業。不動産
デベロッパーとしてロスアンジェルス
近郊で活躍後、日本に帰国。1993 年
サウンドハウスを起業し、業界最大手に
育成。ハウスホールディングス代表、
NCJ 編集長を務める傍ら、古代史ファン
に人気の高い www.historyjp.com
サイトをライフワークとする。

中島 尚彦 / ディレクター
1981 年生まれ。現代アートの新しい
担い手として国内外で写真、ドロー
イング作品、アートプロジェクトを発表し、
様々なメディアから次世代の活躍が
注目される 1 人に取り上げられる。
大胆な発想と既成概念を乗り越えた
コラボが特徴。海外での活動に加え、
成田国際空港を拠点としたランドアート
「ふわりの森」を主宰する他、PORTER
とのメディアワーク等を展開している。

シムラユウスケ / アーティスト

著者プロフィール
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NCJ編集長  中島 尚彦
1957 年東京生まれ。14 歳で

米国に単身テニス留学。ウォートン

ビジネススクール卒業後、ロス

アンジェルスにて不動産デベロッ

パーとして起業、ビジネス最前線で

活躍する。1990 年に帰国後、

成田にサウンドハウスを立ち上げる。

現在ハウスホールディングス代表、

日本シティジ ャーナル編集長を

兼務。趣味はアイスホッケーと

読書、ここ数年は「日本とユダヤの

ハーモニー」の執筆に勤しむ。

編
集
後
記

今月の記事は、久しぶりに成田市の行政に直結
する重要課題を取り上げてみました。国の戦略
特区として指定されただけに、市の今後には多くの
期待が寄せられています。その具体的な施策の
ひとつとして、下総松崎の魅力にスポットを当てて
みました。国際都市にもある素朴さ、のどかさに
訪れる人は感動を覚えることでしょう。今後の
発展から目が離せません。いよいよ本日の翌朝は
FIFAワールドカップ日本代表の初戦です。NCJの
編集を終えた今、日本代表の応援に専念できる
ことに感謝。日本、がんばれ！

カリフォルニアのおいしい水 アクアヴィル

フィットネスハウス
◀携帯でのご注文はこちら

0476-89-3111T
E
L

※一部離島を除く

1,858円

500㎖ボトル 24本入

※一部離島を除く

2ケース
税・送料込※

2 ケースセット !  計 48 本2 ケースセット !  計 48 本

募集！フロント受付スタッフ
［業務］フロント受付および、配膳スタッフ
［資格］車通勤可、大駐車場完備
　　　未経験の方大歓迎、一から丁寧に教えます

［時間］10:00～ 22:00 内で、１日 5～ 8 時間
　　　週 4 日以上シフト制（応相談）

［給与］時給 900円
［待遇］社保完備、従業員家族を当館へ無料優待
［応募］電話連絡の上、履歴書をご持参下さい

0476-28-8111〒286-0841
千葉県成田市大竹 1630 e-mail： info@yamatonoyu.com  （担当：採用係）

お問合せ

♦ボディ…………3,200円（30分）～
♦フット…………1,800円（15分）～
♦アロマ…………4,000円（30分）～
♦フェイシャル［小顔コース］
　　　　　　　　　5,000円（45分）
　　　　　　　　　6,800円（60分）

♦ボディ…………3,200円（30分）～
♦フット…………1,800円（15分）～
♦アロマ…………4,000円（30分）～
♦フェイシャル［小顔コース］
　　　　　　　　　5,000円（45分）
　　　　　　　　　6,800円（60分）

お肌もイキイキ。天然ヒーリング。
健康成分たっぷりの「生きたお湯」

特選おすすめ料理特選おすすめ料理

営業時間／ 11:00-22:00（L.O.21:00）

特選特選特選特選特選おすすめ料理おすすめ料理おすすめ料理おすすめ料理おすすめ料理おすすめ料理おすすめ料理

鮪のカマ焼き
珍味三種盛り
サラダうどん

………………950円

………………600円

………………700円
鮪のカマ焼き鮪のカマ焼鮪のカマ焼
たっぷり脂の乗った 特製つけ汁で頂く

お酒の友に

特製つけ汁で頂く特製つけ汁で頂く

サラダうどん

お酒の友に

珍味三点盛り
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隠れ家的
大人の
天然温泉
リゾート

　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　

アジアンムード溢れる個室で一流施術師によるケア

YAYOIスパ＆フィットネス

アロマテラピー・・・さまざまな植物の香りや働きの力をかりて、健康
増進や美容に役立てていこうとする自然療法、精油の香りと施術師の
トリートメントにより心身ともにリラックスした時間をお過ごしください

限定３室の個室露天風呂では御食事も
お召し上がりいただけます。（要予約）

ご家族で利用できる個室温泉

腰痛、 神経痛、 筋肉痛、 関節痛、 アトピー、 五十肩、 うちみ、 運動麻痺、
関節のこわばり、肌あれ、 くじき、痔症、 冷え症、慢性消化器病、 切り傷、  
病後回復期、疲労回復、 健康増進、 やけど、 風邪の予防など

大和の湯 - 効能 -

アンチエイジング
効果も期待できます

お肌もイキイキ。天然ヒーリング。
健康成分たっぷりの「生きたお湯」健康成分たっぷりの「生きたお湯」
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限定３室の個室露天風呂では御食事も限定３室の個室露天風呂では御食事も
ご家族で利用できる個室温泉ご家族で利用できる個室温泉

腰痛、 神経痛、 筋肉痛、 関節痛、 アトピー、 五十肩、 うちみ、 運動麻痺、
関節のこわばり、肌あれ、 くじき、痔症、 冷え症、慢性消化器病、 切り傷、 
病後回復期、疲労回復、 健康増進、 やけど、 風邪の予防など

大和の湯 - 効能 -

※年中無休（全館禁煙）

※小学生の入館料：300 円（大人同伴の入館の場合）

入 館 料 平日     ：   700円
土日祝：1000円

営業時間 10:00-22:00

価格据え置き w w w.yamatonoyu.com
未就学児の入館は

ご遠慮ください0476-28-8111T EL●

●サンクス ●イオン成田

JR成田線

成田安食バイパス

松崎街道

◀安食

◀安食

成田空港▶

市街地▶

成田方面▶◀我孫子方面

★ 坂田ヶ池
18

18
下総松崎

上福田交差点 土屋交差点

408
JR 成田駅から1駅の
下総松崎駅から徒歩20分
房総風土記の丘・
坂田ヶ池公園に隣接。
大駐車場完備

案内看板

WEBサイト案内
日本シティジャーナルをご覧いただきありがとうございます。
本紙のバックナンバーはWEBサイトにてすべてご覧頂けます。
連載中の歴史に関するコラムは最新情報に随時更新して
スペシャルサイト「日本とユダヤのハーモニー」にまとめて
あります。ご意見・ご要望等をお待ちしております、FAXや
ホームページからお寄せ下さい。

日本シティジャーナル：http://www.nihoncity.com/
日本とユダヤのハーモニー：http://www.historyjp.com/

持ち運びラクラクな
コンパクトセットPA10/4

箱を開けてセッティングすれば、
すぐに音出し可能。マイクは
合計4本まで接続可能です！

23,800円

PPAPAP 1A1A
商品 ID:25720

34,800円
（税込 37,584 円）

（税込 30,780 円）

（税込 25,704 円）

28,500円
CWM801S PLUS
ワイヤレスマイクセット

ミキサー、スピーカー、ケーブル等を1つに収納可能。
コンパクトにまとまりキャスター付きで持ち運びも楽々

※マイク1本付属

送信機内蔵・高音質マイクと受信機のセット！

他にも色々取揃えています！

クラシックプロ

講演会やイベント、
ステージ用途に最適!

ミキ
サー

スピ
ーカ

ー

マイク
（1本

）

＋＋

＋＋

クラシックプロ

スピーカーケーブル＆
マイクケーブル付属！

〒286-0825千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）

TEL:0476-89-1111 / FAX:0476-89-2222
www.soundhouse.co. jp

至
千
葉

至
香
取野毛平工業団地入り口

サウンドハウス
《営業時間》

平日10:00～19:00
土曜12:00～17:00
日曜／祝日 休業

株式会社サウンドハウス

セブン
イレブン

寺台インター

R51R51

R408R408

R295R295

ショールームでお待ちしています！

室内でも室外でも活躍する音響機器！

ミキサー、スピーカー、ケーブル等ミキサー、スピーカー、ケーブル等
コンパクトにまとまりキャスター付きで持ち運びも楽々コンパクトにまとまりキャスター付きで持ち運びも楽々

※マイマイク1本付属

持ち運びラクラクな持ち運びラクラクな

ミキサー、スピーカー、ケーブル等を つに収納可能つに収納可能ミキサー、スピーカー、ケーブル等


