
　倭姫命の御一行は倭国の御
室嶺上宮、今日の三輪山、大
神神社周辺を離れて東方に向
かい、宇陀の地にて4年の年
月を経た後、宇陀山地と鈴鹿
山脈の間を北東方向に進みまし
た。そして伊賀国名張の市守宮、
神戸の穴穂宮、柘植の敢都美
恵宮に都合8年間滞在した後、
近江国、今日の滋賀県の甲賀
高原へ到達します。御一行は三
輪山の北方にある琵琶湖の東
岸を目指していたのでしょうか。
山地山脈に挟まれたのどかな緑
の生い茂る地を北上し、近江国
の甲可日雲宮で４年という歳月
を経ることになります。

候補地が連なる甲可日雲宮

　琵琶湖の東方、近江国の甲賀
郡に広がる丘陵の一帯は、のど
かで緑が美しく、国内でも有数
の自然豊かな景観を誇る場所で
す。今日では大規模な公園も随
所に造成され、人々の憩いの場
所になっています。倭国と伊賀国
を結ぶ延長線の北方には、近江
国を代表する理想の景観地が広
がっており、元伊勢の御巡幸の
際には、その甲賀の地が目に留
まったことでしょう。その一角に
甲可日雲宮が建立され、神宝は
4年間遷座したのです。倭姫命
世記には当時、「淡海の国造、地
口御田を進る」と記されています。
地口御田と称された田などが倭
姫命に献上されたことからしても、
御巡幸の旅が地元から祝福され
ていたことがわかります。
　甲可日雲宮については皇大
神宮儀式帳に記載が見当たら
ず、倭姫命世記に記されている
だけです。よって記述内容の比
較検証ができないことが、比定
地の選択肢が最多に分かれてし
まう原因と言われています。し
かも選択肢となる候補地の多く
が、遷座地としての要素を十分
に兼ね備え、どれも見劣りしな
いのです。実際、甲可日雲宮の

比定地と言われる場所のほとん
どは河川沿いにあり、由緒も兼
ね備えています。主だった候補
地の全てが、レイライン上にお
いて日本列島内の重要な拠点と
結び付いていることにも注目で
す。これは古代社会において甲
賀の地域が重要視され、その広
大な草原の広がる丘陵地におい
て、時を経ながら複数の場所が
大切な拠点として厳選され、そ
こで神が祀られていたことを意
味しています。そのうちのひと
つが元伊勢であり、その他にも
神を祀る大切な社が数 と々建立
され、巫女が宿泊された頓宮
や、休息の地も造営されながら、
地域全体が発展したのです。こ
れらの比定地は、東西に渡り
30kmほどに広がって散在して
いることからしても、地域一帯
が古代の聖地として重要視され
ていたと考えられます。

由緒ある垂水頓宮のレイライン

　最初に甲可日雲宮の比定地
の中でも筆頭候補に挙げられる
ことの多い垂水頓宮を検証して
みましょう。柘植の敢都美恵宮
から北方へおよそ10km向か
うと、滝樹神社の北側にひっそ
りした自然に囲まれた森が目に
入り、そこに垂水頓宮の聖地が
あります。そばには文字通り垂
水の様相を見せる野州川が流れ、
周囲には小高い丘が広がり、美
しい自然の環境に恵まれた地で
す。垂水斎王頓宮跡は史蹟とし
て特定され、そこには石碑が建
てられています。また、頓宮周辺
には高さ1mほどの土塁が正方
形に築かれています。

　巫女として伊勢神宮に奉仕す
る未婚の内親王や親王の娘を
斎王と呼び、斎王が宿泊された
場所を頓宮と言います。皇女か
ら選出された斎王を天照大神
の御杖代として神々を祭る斎王
制度は、平安時代から始まりま
した。そして京都から伊勢まで
の大道を群行するにあたり、勢
多、甲賀、垂水、鈴鹿、壱志に

滞在したことから、垂水の地に
おいては垂水頓宮と呼ばれるよ
うになったのです。また、垂水
頓宮は実際に斎王が群行でお
泊りになられたことが実証され
た唯一の頓宮跡地であり、国
史跡にも指定されています。

　垂水頓宮に隣接する滝樹神社
の由緒には、倭姫命が甲可日雲
宮に滞在された間、御饌（みけ）
が調進されたことが記載されて
います。それが事実とするなら
ば、滝樹神社は甲可日雲宮の近
隣に存在したと推定され、すぐ
そばにある垂水頓宮が候補地と
して有力視されることになります。
しかしながら御饌の調進につい
ては隣接するほど近距離である
必要はなく、他の候補地である
若宮神社でも滝樹神社から8km
弱の距離しかないことから、確
実視することはできません。ま
た、頓宮に定められる条件として
は元伊勢である必要はなく、あ
くまで群行の経路に位置し、立
地条件に優れていることが大事
です。また、よって頓宮であるこ
とや、滝樹神社の由緒は、比定
地を判断する際の参考程度に留
めておく必要があります。
　垂水頓宮は、レイライン上に
おいても重要な位置を占めてい
ます。その基本となる線は、諏
訪大社と四国の足摺岬を結ぶ
線です。諏訪大社は古代の聖
地の中で大切な位置を占めてい
ます。その大社の下宮と足摺岬
を結ぶ線上に垂水頓宮が存在

します。驚くほどの精度で、3
つの拠点がぴたりと一列に並ん
でいることは単なる偶然ではな
く、南方から船で訪れる渡航者
の視点から、足摺岬が地の指
標として重要視され、そこから
諏訪大社に向かう途中の拠点
として垂水頓宮の地が一直線
上に見出されたと推測できます。
　諏訪大社の周辺には縄文時代
から大規模な集落が形成されま
した。古代、イスラエルから移
住してきた民も、ヒラバイ山と
神籬石を結ぶレイライン上にあり、
しかも同緯度線の太平洋沿岸に
鹿島神宮を見出すことのできる
諏訪大社の地域を重要視してい
たと考えられます。それ故、諏
訪大社の裏山も族長アブラハム
が我が子を神に捧げようとしたモ
リヤの地名にちなんで守屋山と
名付けられ、地域周辺では旧約
聖書の記述に類似した子供に纏
わるミシャクジの伝説が、諏訪
地方には今日まで伝承されてき
ています。毎年、神官が決まると、
男児が人身御供として殺されると
いう伝説は、守屋の地名と共に、
イスラエルの古代信仰に由来して
いることは間違いないでしょう。
　また、鹿島神宮と宇佐神宮を
結ぶレイラインも垂水頓宮のそ
ばを通りぬけることにも注目で
す。神剣、布都御魂が宝蔵さ
れる鹿島神宮は、諏訪大社と共
に、古代から神宝に纏わる由緒
が伝えられている社です。そして
宇佐神宮は八幡宮の総本山とし
て、その創始には秦氏が深く関
わっていたことで知られる由緒あ
る古代の社です。これら東西に
またがる2つの聖地を結ぶ線上
に垂水頓宮が存在するというこ
とには、何かしら、重要な意味
があるのではないでしょうか。さ
らに富士山と宗像大社の辺津宮
を結ぶレイラインも、垂水頓宮
のそばを通っていることにも注目
です。日本列島の東西の最重要
拠点を象徴するレイラインでもあ

り、その線上に並ぶ拠点は、富
士山と宗像大社の地の力に紐付
けられることになります。垂水頓
宮はその線から2kmほど離れ
た位置に建立されています。
　垂水頓宮は、諏訪大社、鹿
島神宮、宇佐神宮、そして宗像
大社という古代聖地に紐付けら
れる位置に建立されていたこと
を、複数のレイラインから確認
することができます。その立地
条件は由緒ある頓宮として申し
分なく、垂水頓宮の名は後世に
まで残されることになります。

見事なレイラインを構成する若宮神社

　垂水頓宮に勝るとも劣らない
甲可日雲宮の比定地が、野洲川
ダム近くの大河原と呼ばれる山
地の中腹に広がる丘陵の一角に
建立され、大自然の中でもひと
際目立つ若宮神社です。周辺は
自然の恵みに囲まれ、今日では
大規模な自然公園や天然温泉施
設までもが整備されています。ま
た、境内社には皇大神宮もあり、
その真裏には野洲川の上流とな
る松尾川が流れ、北は山、西は
野が続く、四神相応の地となっ
ていることにも注目です。若宮
神社を過ぎて東方に向かい、湯
の山峠を越えると伊勢国に至る
ことから、古代から周辺地域は
陸路の要所となっていました。

　若宮神社は、市守宮（蛭子神
社）、穴穂宮（神戸神社）と敢都
美恵宮（都美恵神社）を、ほぼ一
直線に結ぶ線上に位置していま
す。元伊勢の遷座地を特定する
際に、市守宮から北方に向けて
順次、拠点を見出し続けた結果、
その延長線に若宮神社の地が候
補地として浮かびあがった可能
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性があります。複数の元伊勢が
一直線に並ぶことは、単に地理
的な関係がわかりやすくなるだけ
でなく、拠点同士の潜在的な相
互関係をより密接なものにする
上で、古代の民にとっては重要で
あったと考えられます。また、若
宮神社には、甲賀の山中という
地勢のハンディを全く感じさせ
ない眺めの素晴らしい要所とし
ての存在感もあり、その東方に
は伊勢国の方面に通り抜ける湯
の山峠が存在します。よって、若
宮神社を元伊勢の比定地とする
ならば、その4年という年月の
中で、近江国と伊勢国の行き来
に用いられる陸路を整備し、管
理下に治めることも重要視され
たはずです。こうして倭姫命御
一行の影響力は、ますます世に
知れ渡ったと想定されます。
　若宮神社の地が重要な拠点で
あることは、複数の重要なレイラ
インがきめ細かく結びついてい
ることからも説明することができ
ます。基本線の筆頭は、四国の
石鎚山と淡路島の神籬石を結ぶ
レイラインです。石鎚山の頂上

は天狗岳と呼ばれ、そこから岩
上神社の巨石として知られる神
籬石を結ぶと、その延長線上に
ぴたりと若宮神社が存在します。
国生みの原点となる淡路島の中
心的な指標である神籬石と、熊
野権現の歴史に絡む西日本最高
峰の石鎚山が、若宮神社のレイ
ラインの根底に存在するというこ
とは、若宮神社の建立地が特定
された背景には、これら古代聖
地への熱い想いを抱いた人々の
存在があったと考えられます。

　もうひとつの重要なレイライ
ンが、富士山と宗像大社中津
宮を結ぶ線です。富士山頂の
南方と宗像大社の中津宮を結
ぶレイライン上に若宮神社が存
在します。これは、もはや偶然
とは言えず、前述した石鎚山と
神籬石を結ぶ線との交差点を

特定し、若宮神社の場所を見
極めるための手段であったと考
えられるのです。中津宮は玄
界灘の沖、大島に存在する宗
像三社のひとつです。沖ノ島の
沖津宮と宗像大社の辺津宮が
あまりに有名であるため、話題
に上ることが少ないようですが、
古代においては宗像三社の中
でも極めて重要な位置を占めて
いました。その理由は、中津宮
の裏山にあたる大島の頂上から、
九州北部の山々を一望すること
ができたからに他なりません。
　宗像の神湊港から北西に7km
程、海を渡ると、周囲約15km
の大島があります。港のそばに
は宗像大社中津宮が建立され、
境内の近隣には標高224ｍの
御嶽山の頂上に向かう登山道の
入り口が設けられています。そ

の山道を暫く登ると御嶽山展望
台に到達し、そこからは玄界灘
に面する九州の山々を、北九州
から博多方面にかけて眺めるこ
とができます。東方から足立山、
皿倉山、帆立山と、その手前
に宗像の湯川山が、そして福智
山、国見山、英彦山と続き、頂
上を見渡せる山々の数は15以
上にのぼります。これ程多くの
山頂を見渡すことができる展望
所は珍しく、しかも徒歩ですぐ
に到達できる標高にあることか
ら、古代の民は中津宮裏の御嶽
山を重宝したに違いありません。

　元伊勢御巡幸の時代の直後
には邪馬台国が台頭してきます
が、そこへ至る道のりの舞台の
背景に存在していたと考えられる
足立山、皿倉山、帆立山が全て
見渡せることにも注目です。中
津宮に紐付けられる形で若宮神
社の地が探し出された後、その
御神体とも言える御嶽山から一
望できる北九州の山々が、邪馬
台国へ向かう途上の国 と々関連
付けられることに、時代の自然
な流れを感じないではいられま
せん。御嶽山から見える九州の
山々は早くから特定され、その
周辺地域には率先して集落が形
成される傾向があったのではな
いでしょうか。それが邪馬台国

の時代では、国 と々呼ばれるま
でに発展したのです。また、大
島の北方には沖津宮遙拝所があ
り、今日でも天気の良い日には、
48km離れた沖ノ島を眺めるこ
とができるだけでなく、対馬まで
も見渡せます。こうして中津宮は、
島々や山々を展望する古代の要
所として位置付けられたのです。
　これら2本のレイライン上に
は、神籬石、石鎚山、富士山、
宗像大社中津宮という重要な聖
地が含まれていますが、中でも淡
路島の神籬石は、沖縄の那覇と
八戸を結ぶ日本列島最長のレイ
ライン上の中心に位置するだけで
なく、それに交差する形で、宗
像大社中津宮と三輪山を結ぶレ
イラインを構成していることにも
注目する必要があります。つま
り、若宮神社のレイラインに存
在する神籬石と中津宮を結ぶ線
は、三輪山にも直結しているこ
とが確認できるのです。三輪山
と宗像大社中津宮は、皇室の原
点に深く絡む重要な社です。ま
た、元伊勢御巡幸の原点は三輪
山にあるだけに、これらの聖地
とレイライン上で紐付けられる
ことは、皇室の歴史と絡むこと
の象徴とも考えられ、重要な意
味があります。さらに石鎚山と
富士山を結ぶレイラインも存在
し、その線上には奈良の石上神
宮が位置しています。神宝と密
接な関わりを持つ石上神宮がレ
イライン上に含まれるということ
は、それに絡む複数の拠点も同
様に、神宝との繋がりが持つ可
能性を秘めることになることから、
注目する必要があります。
　若宮神社を通るレイラインに
は、さらにもう２本の重要なレイ
ラインが存在します。まず、紀
伊半島における古代の拠点であ
り、元伊勢御巡幸の最終段にも
含まれた伊雑宮と、日本海の三
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　　　職務経歴書等を送付またはメール送信下さい。
　　　書類選考の上、連絡いたします。

ネット通販・顧客サポートスタッフ募集ネット通販・顧客サポートスタッフ募集
お客様からの電話・メール・FAXによる注文や
問い合わせに対応します。希望と能力により、
新商品開発や様々な企画提案にも携われます。

WEB制作スタッフ［正］［パ］

［正］月給17.6〜23.0万円［正］月給17.6〜23.0万円

［パ］時給1,050円［パ］時給1,050円

商品発注・入荷管理

システム設計・管理

経理・総務アシスタント

国内外取引先への商品発注・入荷管理を行います
PCスキル必須、未経験者も歓迎します

システム設計。既存システムのメンテナンス、
基幹業務の再構築プロジェクトに携わります

試算表作成業務、決算資料の作成など経理業務
全般、仕入・経費の支払と管理を行います

同
時
募
集
中

週 4 日以上、
1日 4 時間から

主婦をはじめ
女性スタッフ
多数活躍中

週 4日、
1日4 時間～
応相談

パートも
社保完備
年 2回賞与

自社 EC サイト制作、掲載用写真撮影、
画像編集、SNS 管理、コーディング、
Web マーケティング、動画撮影編集など
多種多様な業務をチームで行います。資格：
WEBディレクターもしくはWEBデザイン経験者。

国内最大規模の楽器・音響機器販売会社
株式
会社

e-mai l  :  job@soundhouse.co. jp
0476-89-1777

【お問合せ】担当：サウンドハウス採用係

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）



方五湖西岸を結ぶ線に注目です。
そのレイライン上に若宮神社が
あります。また、三方五湖の西
方、同緯度の場所に元伊勢の御
巡幸に含まれた真名井神社があ
ります。よって、このレイライン
と三方五湖を通る緯度線をもっ
て、甲可日雲宮（若宮神社）と吉
佐宮（真名井神社）までが見事に
紐付けられることになります。さ
らに三方五湖と石上神宮を結ぶ
経度線の南方には、石鎚山と富
士山を結ぶレイライン上に存在
する石上神宮も存在し、経度線
と見事に交差しています。その
経度線の南方には、古代におい
て船旅の指標となった紀伊大島
があることも注目点の一つです。
　伊雑宮も極めて重要なレイラ
インの拠点であり、六甲山と出
雲大社を結ぶ線を構成すること
から、更に多くの聖地との関連
性が見いだされます。中でも六
甲山は、吉佐宮と呼ばれた真名
井神社（籠神社）と剣山を結ぶ
レイライン上に存在することから、
若宮神社も六甲山を介して剣山
とも地の力で結ばれることにな
ります。元伊勢に関わる遷座地
の大半がレイラインを介して四
国剣山と結ばれていることには、
後述するとおり、大切な意味が
含まれています。
　若宮神社を通る4本目のレイ
ラインが、諏訪湖南方の守屋山
の麓、諏訪大社前宮と九州日向
に比定される一つの候補地であ
る宮崎市の北、一ツ瀬川の河口
付近を結ぶ線です。諏訪大社の
重要性は前述したとおりであり、
ヒラバイ山と神籬石を結ぶレイラ
イン上にあることから、神籬石
を介して多くの聖地や列島内の
大事な拠点と紐付けられ、地の
力を共有することになります。こ
うして複数のレイラインを介して
多くの拠点と関連付けられた若

宮神社は、石鎚山や三輪山、剣
山、六甲山などの聖山だけでな
く、国生みの原点に関わる宗像
大社や諏訪大社とも紐付けられ、
これらの地の力を余すことなく
吸収することになります
　若宮神社の2kmほど南方に
は、もうひとつの比定地として知
られる三上六所神社があります。
その位置は熱田神宮と淡路島の
石上神社を結ぶライン上に見出さ
れることから、神宝を奉る大切な
メッセージを念頭に、建立された
神社であったと想定されます。し
かしながら熱田神宮が建立され
た年代からして三上六所神社の
建立時期は、若宮神社の時代以
降であると考えられ、元伊勢の
選択肢にはなりえないことがわ
かります。いずれにしても若宮神
社の地域一帯は、古代の社会に
おいて重要な聖地とみなされて
いたことに違いはありません。

上乗寺（神明社）のレイライン

　甲可日雲宮の比定地候補と
して、もう一つの有力な候補が、
三雲駅近くの上乗寺です。日雲
神社、日雲宮とも呼ばれる上乗
寺の名前は、他にも複数ありま
す。古くは雲野山天号寺、その後、
17世紀に観音山上乗寺と改めら
れ、境内の地は神明宮であるこ
とから、元来は神明社とも呼ば
れていたようです。「皇大神宮史」
には日雲宮の比定地が、「一説に
三雲村」と記されていることから、
元伊勢のひとつである可能性が
あります。社殿には、「伊勢両皇
大神宮　日雲大明神」と書かれ

た名札が正面に飾られています。
地名が三諸山と八雲山を彷彿と
させる三雲村という名前であり、
「近江名跡案内記」や「大日本地
名辞書」によると、三雲村は元
来、日雲と言われ、それが訛っ
て三雲になったと説明されていま
す。すぐそばには群行祓所であっ
た斎神社があることからしても、
古代では重要な拠点であったこ
とに違いはありません。

　上乗寺のレイラインは、交差
する3本の基本線から成り立って
います。まず、伊弉冉命を祀る花
窟神社と同緯度にあることに注
目です。これは明らかに国生みの
働きに結び付けて上乗寺の場所
が当初、厳選されたからに他なり
ません。その垂直に伸びるレイラ
インに交差するもう一つのレイラ
インが、紀伊大島と熊野那智大
社を結ぶ線です。古代、紀伊大
島の基点は島の東岸にあったと
推定され、そこと熊野那智大社
を結ぶと、上乗寺をぴたりと通り
抜けます。これら2本のレイライ

ンにより、上乗寺の場所は特定
することができたのです。
　熊野権現と花窟神社に紐付
けられていることから、上乗寺
が建立された理由は、国生みの
働きに関与していたと想定され、
その歴史は大変古いものかもし
れません。また、若宮神社のレ
イラインと同じ富士山頂と宗像
大社中津宮を結ぶレイラインも
上乗寺の近郊、2km前後離れ
た地点を通り、このレイラインも
上乗寺の存在に関与していた可
能性があります。しかしながら
若宮神社と異なり、レイライン
での確実な繋がりが、熊野那智
大社と花窟神社に偏っているこ
とからして、建立の目的は元伊
勢ではなく、むしろ熊野に纏わ
る黄泉の世界からの禊祓や、墓
地に関連する働きが主だったの
ではないかと考えられます。

甲可日雲宮の比定地とは

　選択肢があまりに多いため、
比定地を特定することが困難
と言われてきたのが、甲可日雲
宮です。しかしながら、レイラ
インの検証から察するに、若宮
神社の地こそ、抜きんでた候補
地であることがわかります。具
体的な理由として、まず、レイ
ラインの精度が高く、拠点同

士を結ぶ一直線上に若宮神社
が位置することが挙げられます。
遠隔地を結ぶレイラインだけに、
通常は数 km 程の誤差が生じ
ることが多いものですが、若
宮神社のレイラインは、例えば、
石鎚山と淡路島の神籬石を結
ぶ線や、富士山頂と宗像大社
中津宮を結ぶ線のように、全て
一直線上にぴたりと並びます。
　また、若宮神社を通るレイラ
インの数が4本と多いことも重
要な理由です。それだけ多くの
拠点と地の力を共有することに
なり、若宮神社周辺の地域がレ
イラインの中心地として大切な
場所であったことを地図上で検
証することができます。さらに、
レイライン上の繋がりを持つ拠
点のほとんどが、元伊勢のモチー
フにちなんだ天孫降臨や神宝に
関わる由緒を持つ日本の古代聖
地であり、諏訪大社や宗像大社
だけでなく、富士山や石鎚山な
ど多くの聖山も名前を連ねてい
ることに注目です。レイライン
の検証から、これまで閉ざされ
ていた古代史のページが、新た
に開かれてきます。（文・中島尚彦）
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引き続き、他の元伊勢御巡幸地の
レイラインについても、
http://www.historyjp.com/
で紹介しています。是非、ご覧下さい。

この他、多数商品を取り揃えております。
お得なセール情報も満載！
是非ファニチャーハウスの
WEBサイトをご覧ください。

www.furniturehouse.co.jp
※ショールームは現在準備中です。
　何卒、ご了承ください。

携帯電話からはコチラ！

白を基調としたチェアでお部屋をスッキリ演出

RC27
●幅80×高さ87-99.5×奥行き83-112cm
＊360 度回転機能　＊ヘッドレスト調整
●幅80×高さ87-99.5×奥行き83-112cm
＊360 度回転機能　＊ヘッドレスト調整

¥23,800（税込 ¥25,704）¥23,800（税込 ¥25,704）RC22
●幅80×高さ94.5-106.5×奥行き約79-110cm
＊360 度回転機能　＊サイドテーブル付
●幅80×高さ94.5-106.5×奥行き約79-110cm
＊360 度回転機能　＊サイドテーブル付

¥23,800（税込 ¥25,704）¥23,800（税込 ¥25,704）

●幅81.5×高さ78-96×奥行き80-125cm
＊360 度回転機能　＊ヘッドレスト調整
●幅81.5×高さ78-96×奥行き80-125cm
＊360 度回転機能　＊ヘッドレスト調整

●幅82×高さ88-100×奥行き90-114cm
＊360度回転機能　＊ヘッドレスト調整
●幅82×高さ88-100×奥行き90-114cm
＊360度回転機能　＊ヘッドレスト調整

●幅76.5×高さ87-102×奥行き88-118cm
＊360度回転機能　＊ヘッドレスト調整
●幅76.5×高さ87-102×奥行き88-118cm
＊360度回転機能　＊ヘッドレスト調整

RC35
¥33,800
（税込¥36,504）

¥33,800
（税込¥36,504）

RC33
¥32,800
（税込¥35,424）

¥32,800
（税込¥35,424）

RC37
¥34,800
（税込 ¥37,584）

¥34,800
（税込 ¥37,584）

RC27

モダンデザインが人気
さらっとしたソフトレザー仕様

RC22
全身を包み込む柔らかな張り地

リクライニング
チェア特集

くつろぎのひと時を過ごす

全 2 色
ブラック／カーキ

本 革
（裏面：PVCレザー）

本 革
（裏面：PVCレザー）

本 革
（裏面：塩ビレザー）

全 2 色
ブラック／アイボリー

ソフトレザー
（ポリウレタン）

無段階
調整式
無段階
調整式

10段階
レバー調整
10段階

レバー調整

10段階
レバー調整
10段階

レバー調整

10段階
レバー調整
10段階

レバー調整
無段階
調整式
無段階
調整式

全 2 色
ダークブラウン／ホワイト

ソフトレザー
（ポリウレタン）

全 2 色
ブラック／カーキ

全 2 色
ブラック／カーキ

送料・お支払い方法・発送時期などについては、お問い合わせください。
お客様のご都合によるキャンセル・返品は承っておりません。

TEL：0476-24-5111
FAX：0476-24-5112　〒286-0825千葉県成田市新泉14-3

www.furniturehouse.co.jp
ご注文・お問合せは、WEBサイト・電話・ファックスから

平日10:00～19:00
土曜12:00～17:00

営業時間

※掲載している価格は2014年12 月現在のものです。最新の価格はファニチャーハウスWEBサイトにてご確認ください。

伊勢両皇大神宮　日雲大明神と書かれた名札

一戸建ての家のような上乗寺

三輪山

剣山

富士山

甲可日雲宮
（上乗寺）

宗像大社
（中津宮）

守屋山

紀伊大島

熊野那智大社

花窟神社

甲可日雲宮のレイライン
（上乗寺）
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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

2014 年も、あっという間に過ぎ去ろうとして
います。日本漢字能力検定協会が発表した
今年のキーワードは「税」であり、一般市民が
増税に振り回されたことを記しています。しかし
それは一過性のものであり、むしろ「乱」という
言葉が今年を象徴するように思えます。議員
による大号泣の記者会見や、多発する事件など
心穏やかではないニュースが続きました。しかし、
テニスの錦織選手などスポーツ分野での日本人の
活躍は多くの人の注目を集めました。2015 年
は、より良い年になりますように願っています。

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

天然温泉の配膳スタッフ募集
［業務］静かな温泉施設内、レストランの配膳業務
［資格］車通勤可（大駐車場完備）、未経験者も歓迎
［時間］9:30〜21:30、1日3 時間上で応相談
　　　土日祝日できる方、主婦・学生歓迎

［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］下記へ電話連絡の上、履歴書を持参ください
※クリーンスタッフ及び正社員も同時募集、お問い合わせください

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

www.yamatonoyu.com
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

案内看板

アジアンムード溢れる個室で一流施術師によるくつろぎの時間アジアンムード溢れる個室で一流施術師によるくつろぎの時間

アンチエイジング
効果も期待できます

YAYOIスパ＆フィットネス
◆ボディ
◆フット
◆アロマ
◆フェイシャル［小顔コース］

3,200円（30分）～
1,800円（15分）～
4,500円（30分）～

5,500円（45分）
7,300円（60分）

………
………
………

未就学児の入館は
ご遠慮ください

※小学生の入館料：300円
　（大人同伴の入館の場合）

営業時間10:00-22:00
※年中無休（全館禁煙）

月月…1,480円
鍋、ごはん、刺身、汁物、小鉢、香の物

鍋、ごはん、汁物、小鉢、香の物

花…………1,200円
鍋、寿司 3貫、そば、天婦羅、小鉢

雪……………1,680円

すき鍋フェア

入館料
［平　日］700円
［土日祝］1000円

ぬ
く
も
り
の

天
然
温
泉 限定３室の個室露天風呂ではお食事も

お召し上がりいただけます。（要予約）

温泉と食事を楽しむ個室露天

大和の湯 3F あじ彩［営業時間］11：00-22：00（ラストオーダー21：00）

【ご好評につき期間延長！】12月31日（水）まで

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！

27,800円

PPAPAP 1A1A
商品 ID:25720

39,800円
（税込 42,984 円）

（税込 35,424 円）

（税込 30,024 円）

32,800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


