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東北の霊峰が６月初旬に見せた意外な姿とは

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

出羽三山を１日で参拝！

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

東北の霊峰が６月初旬に見せた意外な姿とは
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　標高1984ｍを誇る月山は、
羽黒山、湯殿山と共に出羽三山
の霊峰として信仰を集め、修験
道の聖地となっています。その頂
上に建立された月山神社本宮で
は、夜と海、魂や死後の世界を
司る月の神として知られる月読命
が祀られています。そして平安時
代から多くの修験者や参拝者が
集うようになり、いつしか月山は、
夜や死を象徴する山として崇拝
されるようになりました。その結
果、明治時代では東北唯一の官
幣大社として、国より手厚くもて
なされることになります。今日、
山頂の月山神社本宮が開かれて
いる期間は、7月1日の開山日
から9月15日の閉山祭までと定
められています。

　その山頂からは庄内平野や最
上地方はもちろん、南方には飯
豊（いいで）山地、北方には鳥海
山から先の青森県岩木山、八幡
平までも望むことができます。そ
して山麓から涌き出でる水は名
水百選としても知られています。

かつて松尾芭蕉が「雲の峯いくつ
崩れて月の山」という句を詠んだ
のも、月山に登った時のことで
した。
　月山には頂上に向けて主に８
つの登山道があります。そして
頂上からはおよそ3時間で湯殿
山まで縦走することができ、そ
の道中には行者ヶ原など、修行
の場として知られる場所が複数
存在します。月山の頂上まで最
もアクセスが良いコースは、月山
リフトと呼ばれるスキーリフトを
使う「志津（リフト）口コース」で
す。標高1235mにある月山リフ
トの山麓駅までは車で行くこと
ができ、そこから標高1505m
のリフト上駅までスキーリフトに
乗って移動します。リフトの終点
からは、月山山頂までのおよそ
3.7㎞、標高差479mを、２時
間少々歩きながら登って行くこと
になります。その途中、「牛首」
と呼ばれる峰を通り抜けます。月
山全体は遠くから望むと牛が伏
せているような形に見え、その
場所がちょうど「牛の首」の辺り
に当たることから、「牛首」とい
う地名がついたといわれています。

雪により封鎖された6月の道路？

　その月山の登頂にチャレンジ
する時が訪れました。1日掛かり

で出羽三山を登るという計画の
最終段に、月山が聳え立ってい
たのです。早朝4時半から羽黒
山を登り、7時過ぎに下山した
直後、すぐに湯殿山へ向かい、
参拝を終えた時点では、既に時
刻は11時を回っていました。そ
こから月山まで車で移動し、登
山口から月山山頂まで登り、そ
の日のうちに東京に戻るという

のが元々の計画です。そのため
には、山形荘内空港発の最終便
に乗らなければならず、飛行機
の出発する午後7時50分に間
に合うよう、移動しなければな
りません。すると遅くとも7時
15分には空港に到着し、レンタ
カーを返却して7時半までに
チェックインする必要があったの
です。月山から荘内空港までは
車でおよそ1時間。よって夕方
6時までに下山を終えて、月山の
麓から空港に向かう計画で臨み
ました。まだ7時間近くあるか
ら大丈夫と思いきや、その安心

感が瞬く間に崩れ去る事となっ
たのです。　　
　湯殿山を出発し、ナビを頼り
に車を運転して月山へ向かう途
中、びっくり仰天！何とナビに表
記されている月山への道が、途
中で雪のために閉鎖されている
のです。6月初旬で雪道？ふと、

　　（次頁に続く）
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GCT009
10,800円10,800円

GCT023
39,800円39,800円

GCT044
16,800円16,800円

GBT620
29,800円29,800円

GTT031
15,800円15,800円

■高級チーク無垢
■70×70×75㎝

スクエアタイプのテーブル

ガーデンテーブル
BASIX

■高級チーク無垢
■48×60×100㎝

当社人気No.1ガーデンチェア

ガーデンチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■60×90×90㎝

折りたたみ式のチェア

サンデッキチェア
BASIX

■高級チーク無垢
■100×40×40㎝

アーチを描く座面

ガーデンベンチ
BASIX

2つの山をイメージ
した背もたれが印象的ガーデンベンチ

BASIX

ABT120
17,800円17,800円

■チークウッド 
■120×25×42㎝

チークウッド無垢の
素朴なデザインが魅
力的なベンチ。

ベンチチェア 
BASIX

■高級チーク無垢
■120×49×90㎝

RC22IV
21,800円21,800円

RC27WH
21,800円21,800円

RC33BK
34,800円34,800円

RC35
29,800円29,800円

RC18BK
15,800円15,800円

RC37BK
34,800円34,800円

SM64E/Suara29
27,800円27,800円

SM64N/Rex701
25,800円25,800円

SM66B/Papago27
29,800円29,800円

SM66N/Papago30
29,800円29,800円

SM64B/Plain27
25,800円25,800円

SM91E/Suara29
27,800円27,800円

■本革
■81.5×125×96㎝

リクライニングチェア
BASIX

■ビーチ
■45×41×95㎝

美しいアーチの背もたれ

ダイニングチェア
SKOVBY

■オーク
■45×41×95㎝

ダイニングチェア
SKOVBY

■オーク
■45×54×84㎝

ダイニングチェア
SKOVBY

ダイニングチェア
SKOVBY

ダイニングチェア
SKOVBY

■ウォルナット
■45×41×95㎝

シンプルの中に光る職人の技

ダイニングチェア
SKOVBY

■ビーチ
■45×41×95㎝

絶妙なアーチの背もたれ

■ビーチ
■45×41×95㎝

■ソフトレザー
■75×145.5×98.5㎝

リクライニングチェア
BASIX

■ソフトレザー
■80×110×106.5㎝

リクライニングチェア
BASIX

■ソフトレザー
■80×112×99.5㎝

10段階調整リクライニング

リクライニングチェア
BASIX

■本革
■76.5×118×102㎝

リクライニングチェア
BASIX

■本革
■82×114×100㎝

ナチュラルウッドの脚部がさわやか

リクライニングチェア
BASIX

ブラックまたはカーキ

オットマン一体型 回転式ミニテーブル付

綺麗なアウトラインスラットバックチェア

SKOVBYのスタンダード 無段階調整のリクライニング本革仕様のハイエンドモデル

上記以外の商品も衝撃特価で多数販売中! 詳しくはファニチャーハウスWEBサイトをご覧ください

アジアン家具
北  欧  家  具
ガーデン家具
リクライニングチェア
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注文、問い合わせはWEB
または電話・FAXのみと
なります。店頭での販売は
行っておりません。
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雪で塞がれた月山のスキー場に到達！

松尾芭蕉の俳句が刻まれた石碑



不安が脳裏を横切ります。平日
であったことから、すぐに山形県
鶴岡市の役所に電話して月山へ
の道のりを聞くも、なかなか答え
をもらうことができずに、焦りが
つのります。最終的に道路課の
方と話をさせて頂き、とにかく月
山スキー場への道へと迂回する
のが一番確実であることを教え
てもらいました。スキー上のリフ
トもまだ動いている、というので
す。30分ほどの時間ロスはあっ
たでしょうか、その後、月山のス
キー場に到着した時、時計は既
に12時半を回っていました。空
港へ出発するカウントダウンまで、
残り5時間少 で々す。
　登山にはサプライズがつきも
のです。6月初旬の月山は、正
にその象徴と言えるでしょう。想
定外だったことに、まだ、月山は
スキーシーズンの真っただ中でし
た。当日も多くのスキーヤーが平
日だというのに、スノボやスキー
をゲレンデにて楽しんでいたので
す。思いもよらず、雪が積もって
いる月山の姿と多くのスキーヤー
を目の当たりにし、準備不足の
自分にあきれ返ってしまいました。
自らの姿を振り返ると、短パンと
シャツ1枚、ランニング用のベス
トという軽装です。しかも最悪
なことに足首下までのトレッキン
グシューズしか履いておらず、小
さいリュックにはウインドブレー
カー1着しか入っていません。そ
んな夏山トレッキング姿の自分が、
ひとり手ぶらで月山のスキー場に
立っていたのです。
　当日は眩しいほどの快晴。直
射日光が白銀の世界を照らし、
紫外線がとてもきつい状況であ

ることは間違いありません。よっ
て目の日焼けを防ぐために、ス
キーロッジの売店でサングラスを
買おうとしたのですが、在庫があ
りません。果たしてサングラスも
かけずに薄着の服装、トレッキ
ングシューズのみでスキーリフト
に乗り、カンカン照りの太陽の
下、白銀の世界を月山頂上まで
一人で歩いて行き、時間内に戻っ
てくることができるのでしょうか。

無謀な雪山登山を決断する！

　もう2度と訪れることができ
ないかもしれない月山。その山
の雄姿を目の前にして、服装が
夏物だとか、サングラスや手袋が
ないから、というような理由で、
あっさりと登頂をあきらめられる
ものでしょうか。せっかくここま
で来たのだから、とにかくリフト
に乗り、終点付近の様子を自分
の目で確かめてから決断しようと
自分に言い聞かせ、片道のリフト
券を買いました。月山のスキーリ
フトは上りのみの搭乗と決めら
れており、下りは人が乗ることが
できないのです。「スキーを持っ
てない場合、歩いて雪山を下る
ことになりますよ。。。」と忠告を
受けましたが、覚悟を決め、下
山は最後まで歩くことにしました。

　リフトに乗る人はみな、スキー
かスノボを履いている中、自分一
人だけが歩いてリフトに乗るとい

うのは初めての体験です。そして
いったんリフトに乗って白銀の世
界の中に放り込まれ、リフトが山
の尾根づたいを登り始めると、
真っ白な雪山が反射する太陽光
の紫外線はあまりに眩しく、目
を害さないかと心配がつのりま
す。無論、目は開けたままには
できないので、薄目で周囲を見
る程度に目をつぶることに努め
ました。

　やっとリフトの終点に到着する
も、スキーなしでリフトから降り、
雪の上を歩くことに不安を感じま
したが、かろうじて小走りにス
ロープを歩いて下りることができ
ました。そして周囲を見渡すと、
青空の下、あたりは一面白銀の
世界です。ところが月山の頂上ら
しき山の頂がどこにも見えない
のです。そこで、リフトで働いて
いるスタッフの方に声をかけ、「月
山の頂上はどこですか？」と聞い
てみると、彼はじーっ、と私の
姿を見ながら、「その恰好で行く
の？」「トレッキングポールは？」
と首をかしげながら聞いてきまし
た。もう後には引けないと思い、
「慣れていますから大丈夫です。」
と、とっさに答える自分がいまし
た。しかしながら、頂上が見え
ない状況では、さすがにどちら
に行ってよいかわかりません。す
るとスタッフの方が親切に、「頂
上はあっちの峰を登り降りした

裏側にある
よ」、と教えて
くれたのです。
そして釘をさ
すように、「下
山は最後まで
歩きですよ。。。
大丈夫です
か？」と尋ね
られました。ラスト便のカウント
ダウンまで後、5時間少 。々時
間は十分にあるはずなので、と
にかくここまで来たからには挑
戦するしかない、と決断する自分
が白銀の世界にいました。無謀
な雪山登山の幕開けであり、そ
れが苦しい旅路になろうとは、
考えも及びませんでした。

頂上目指して雪山をひたすら歩く

　月山のリフト上駅に降り立った
のが、ちょうど午後1時。雪山
をトレッキングシューズで登り始
めました。スキー場の裏側斜面
になるため人影もなく、一面は白
銀の世界です。周辺の気温は18
度程度と大変暖かく、雪がシャー
ベット状にざらざらしていること
を、足を踏み出すたびに感じる
ことができます。そして時折、雪
の深みに足を取られて、斜面の
雪が崩れてバランスを失い転んで
しまうことがありました。結果、
氷のような固い雪の中に素手を
突っ込むことになり、これがまた、
とても痛いのです。何とか転ば
ないように、足を強く踏みしめ
て歩くコツをすぐに習得するも、
やはり時折、転んでしまいました。
　しかしどこまで歩いても、なか
なか月山山頂は見えてきません。
そして振り返ると、自分が歩んで

きた足跡が、雪の中にずっと続
いているのが遠くまで見えます。
その向こうには素晴らし景色と
青空が広がっているのですが、そ
れを楽しむゆとりは、もはやあり
ません。雪山の徒歩は思ったよ
りもペースが遅く、足の負担も大
きく、だんだんと時間が気になっ
てきました。その上、紫外線によっ
て目が段 と々痛くなってきました。
無論、細目だけで見るようにして、
目を大きく開けることはなのです
が、それでも、眼球がやられてし
まうのでしょう。目は痛い、手
も氷に切られてひりひりするし、
足にも疲労がたまってきます。こ
れでは、まさに八甲田山の行進
のようなものです。

　1時間ほどノンストップで歩き
続けたでしょうか。頂上に近づ
いてくると雪が溶けて草木だけ
の箇所が多くなり、そちらを歩
いてみようとチャレンジするも、
生い茂る草木の背丈が高く、そ
れを掻き分けて歩くことはむしろ
もっと難しく感じられたことから、
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自らの足跡だけが残る寂しい雪山

頂上が近づく予感がする石段

3F

グラスワイン500円～

ワインフェアー

開
催
中

国産

秋の味覚を引き立てる
芳醇なワインを多数
取り揃えました。

田園風景の美に包まれ大人の贅沢を愉しむ

12種類の
内湯・露天風呂

トリップアドバイザー
全国 TOP20ランクイン
口コミで選ぶ“行ってよかった”日帰り温泉 & スパ

温泉と食事を
楽しむ 個室露天

天然温泉の
様々な効能・効果

1F

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

..（30分） 4,000円～

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

..（30分） 4,000円～

■スパ &フィットネス
体のケアと癒しをプライベートな空間で
体 験 できるリゾート風 スパ 。 至高の
ひとときを約束いたします。

美味しいこんなに
寿司屋が成田にあった！

田園風景の美に包まれ大人の贅沢を愉しむ

極上の天然温泉

www.yamatonoyu.com
●

●サンクス ●イオン成田

JR成田線

成田安食バイパス 空港通り
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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）

入館料［平日］800円／［土日祝］1000円

営業時間10:00-22:00
※年中無休（全館禁煙）

《ご利用料金》《ご利用料金》
♦アロマテラピー　
♦リフレクソロジー
♦ボディーセラピー
♦フェイシャルセラピー

♦アロマテラピー　
♦リフレクソロジー
♦ボディーセラピー
♦フェイシャルセラピー
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志津（リフト）口コース標高差図
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スキーヤーと共に上ってきた月山リフト上駅



結局、雪の上を歩くことにしまし
た。そして暫くすると、雪が溶け
ている箇所に石の階段が見えて
きたのです。その階段を上ってい
くと、そこから更に長い石段が
続き、その先にある頂上の神社
が目に入りました。不思議と頂
上周辺にはまったく雪は残ってい
ません。そして月山神社までの
最後の石段は、きれいに一直線

に敷かれ、参道の様相を呈して
いたのです。
　午後2時15分、「八紘一宇」
の文字が大きく刻まれた石碑が
建てられている月山神社本宮に
辿り着きました。そこが、月山の
山頂です。オフシーズンというこ
とで、人影もなく、自分一人が
頂上に立ち、月山を独り占めし
ているという貴重な時間です。
境内の中は小規模ですが、神を
祀り、祈るために設けられた聖な
る場として、重厚な雰囲気が漂
います。そこで一人ながら感謝の
祈りを神に捧げました。周辺の
景色も素晴らしく、登頂の達成
感を思う存分体験でき、まさに

至福のひと時を過ごしました。
ここまで頑張ってきたかいがあっ
たと、ちょっとばかり自分が誇ら
しくも思えました。
　しばらくすると、神社の本殿、
裏側の方から霧が掛かってくるの
が見えました。天気予報では、
日中は晴れということでしたが、
既に2時半近くでもあり、山の
天候は変わりやすいものです。
単独の登山でもあり、もし、霧
に包まれて方向を見失ってしまえ
ば遭難することも考えられるため、
携帯電話のコンパスを見て、リフ
トとスキーロッジがある方角を
確認し、万が一のために備えま
した。そして慌てて、下山を開始
することにしたのです。案の定、
雪山の下山は上りよりも転びや
すく、気を付けて足を踏み出して
も、雪が崩れて足を踏み外しが
ちになります。何度転んだことか。
それでも我慢しながら、霧にま
かれないように急いで雪山を歩
き続け、急斜面では横に滑りな
がら下りていきました。
　1時間ほど歩いたでしょうか、
やっとリフト上駅に戻ってくるこ
とができました。リフト小屋に
は、上ってきた際にアドバイスを
くれたスタッフがまだ仕事をして
いたので、彼に手を振って無事、

頂上から戻って
きたことを知ら
せました。時
刻 は 3 時 20
分、多少、時
間のゆとりが
できて安心す
ることができ
ました。そして
このリフト上駅
から、スキーや
スノボで滑っている人たちに抜
かれながらも、ひたすら雪山を
歩いて下りていくことになります。
目と手は痛く、顔も日焼けでひ
りひりと痛み、足の膝もかなり
疲労がたまっている中、ひたす
ら歩き、時には尻もちをつき、
転びながらも頑張って月山ス
キーリフトの山麓駅めざして足
を進めました。そして午後4時、
無事、スタート地点に戻ってくる
ことができたのです。

　庄内空港へ向かう車の中で、
安堵感を味わいながらも、ふと、

1日を振り返ってみました。月
山の登山はつらくて、痛くて、
大変な雪山の強行軍でしたが、
ちょっとだけ見方を変えれば、
素晴らしい思い出とも言えそう
です。あの美しい月山の景色に
囲まれ、山頂の月山神社本宮の
神聖な雰囲気に包まれた空間の
中に、自分が一人だけ存在した
という、その一瞬、一時は、か
けがえのない大切な時間だった
のです。天空に一番近い所で、
大自然の中に自分の存在を感じ
ながら、全開の解放感を体験で
きたことの素晴らしさは、言葉
では言い尽くせません。苦労し
て出羽三山を1日で登りきった
かいがありました！雪山の月山
を登頂した思い出は、いつまで
も心の片隅に刻まれていること
でしょう。      （文・中島尚彦）
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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

ふと気が付くと、秋の季節になっていました。
みなさんの夏は、いかがでしたでしょうか。
東京では日照りがあまりに少ないために、例年の
プランが挫折し、計画変更を余儀なくされた
方も少なくないはずです。筆者も雪シーズンを
迎える前に、列島各地の霊峰を登山しようと
したのですが、なかなか天候のタイミングが
合いません。そして９月になり、今さらながら
雪が降り積もる前にと天候の合間を見ては、
山に登っています。今回は先月に引き続き、出羽
三山へ登頂した思い出話を書き記しました。

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/

月山頂上を目前に現れた雪解けの石段

八紘一宇の石碑が建てられた月山神社奥宮

雲と霧にまかれないよう早足で下山

突如頂上に押し寄せる濃霧！

求人情報求人情報

資　格▶学歴不問 各職種の実務経験者歓迎します
給　与▶各職種欄参照　※経験・スキル・TOEICスコアを考慮して決定
時　間▶平日9:00～19:00／土曜11:00～17:00（時間は部署によって異なります）※パートは1日5時間より応相談
休　日▶日曜、週休二日（シフト制）、年末年始休暇、有給休暇
待　遇▶社保完備、社宅あり、社内フィットネスジム、海外研修ツアー、温泉無料優待（家族含む）
　　　　サークル活動支援、英語学習サポート など

1,100円～1,200円時
給

1,100円～1,200円時
給

1,100円～1,200円時
給

1,100円～1,200円時
給

正 24万円～32万円月
給

正 22万円～25万円月
給

1,100円～1,200円時
給

正 22万円～25万円月
給

1,100円～1,200円時
給

正 22万円～25万円月
給

1,100円～1,200円時
給

正 22万円～24万円月
給

正 22万円～25万円月
給

正 22万円～25万円月
給

正 30万円～48万円月
給

※能力、経験を考慮します

※能力、経験を考慮します

正 24万円～32万円月
給

※能力、経験を考慮します

正 22万円～25万円月
給

パ

パ

パ

パ

パ

パ

パ正社員大募集
さまざまなスキルを活用できる、多彩な職種があります！

求人情報 人気の天然温泉個室露天、食事処や
スパも備える

給　与▶上記参照　※経験・スキルを考慮
休　日▶シフト制
待　遇▶社保完備、大駐車場あり、
　　　　制服貸与、当館無料優待
　　　　（家族含む）など
応　募▶右記まで電話連絡の上、
　　　　履歴書持参ください

パ 1,100円～時
給

調理アシスタント
調理補助、キッチン業務全般

時間／9:00〜22：00　
※シフト制・時間応談、経験者歓迎

パ 1,000円～時
給

フロアスタッフ
レストランでの配膳、フロント受付他

時間／9:00〜22：00　
※シフト制・時間応談、経験者歓迎

0476-28-8111
〒286-0841 千葉県成田市大竹1630

e-mail： info@yamatonoyu.com（担当：採用係）

カリフォルニア州にて採水、逆浸透膜、
オゾン殺菌処理により安心なお水です

大和の湯、サウンドハウス・ショールームにて

日本全国へお届けいたします

カリフォルニアのおいしい水 アクアヴィル

1本あたり

サウンドハウス
ご注文は、お電話またはWEBサイトへ!

0476-89-1111
アクアヴィル

☎
お気軽にお問い合わせください

http://www.soundhouse.co.jp

556円

1,713円

24本

48本

店頭
価格

送料込
価格

（税抜）

（税抜）

（500㎖PETボトル） 約23円

マッサージ施術師・セラピストも募集中！
詳細お問い合わせください

勤務地 成田市 ( 野毛平工業団地内 ) 正社員正 パ パート

業績絶好調

!
日本最大級の楽器ネット通販

▶WEBクリエイター

▶WEBマネージャー

▶WEBアナリスト

▶YouTube企画・制作

▶インスタグラマー

▶営業スタッフ

▶営業サポートスタッフ

▶カスタマーサポート

▶システムエンジニア

▶技術スタッフ

商品の修理・返品の受付や問合せ、電話・
Eメールの応対、伝票処理などを行います。

自社ECサイト、SNSコンテンツの管理運用を
統括。企画の立案、進行管理を行います。

アプリ開発、システム設計、維持管理。社内
インフラの運用・維持・管理を行います。

CRM戦略立案支援、顧客属性分析。アクセス
ログ解析によるデジタル施策の効率改善。

YouTubeに特化したPR・マーケティング
プランの立案、制作。Youtuber歓迎！

音響機器、楽器、ステージ、照明機器などの
検証、修理、メンテナンス業務を行います。

サイトやバナーの作成、コーディングなど、
WEB制作業務全般に関わります。

電話/Eメールなど顧客からの問合せ対応、
および楽器音響機器の拡販に携わります。

営業関連のデータを入力し、発注・納期管理を
行います。また注文・問合せに対応します。

Instagramに特化したPR・マーケティング
プランの立案、制作。インスタグラマー歓迎！

若手・女性
も

大活躍する

職場です!

0476-89-1777

〒286-0825 千葉県成田市新泉 14-3（野毛平工業団地内）

 job@soundhouse.co.jp 〒286-0825 千葉県成田市新泉 14-3
株式会社サウンドハウス 採用係

下記まで履歴書（写真貼付・メールアドレス記載）を、Eメールまたは郵送にてお送りください。
 書類選考の上、面接日を連絡します。※Eメールで送る場合はPDF・Excel・Wordデータにてお願いします

応 募 方 法
株式会社 サウンドハウス

E-mail 郵 送
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国内最大級の楽器・音響機器専門店

音楽の楽しさは
世代を超える

サウンドハウスは
音楽を愛する人と共に歩みます
良いものを一番安く確実にお客様のもとへお届けしたい。 そんな想いを抱いて

楽器・音響機器の輸入・販売をスタートしたサウンドハウス。これからも私たちの

理念に変わりはありません。「すべてはお客様の笑顔のために。」この想いを

忘れずに、これからも商品とサービスを提供し続けてまいります。

www.soundhouse.co.jp

ギター一筋25年、営業部山田マネージャー

中面に求人情報掲載中

TEL:0476-89-1111〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3（野毛平工業団地内）


