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古代の英知を結集して見出された東北の霊峰

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

羽黒山のレイライン

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

古代の英知を結集して見出された東北の霊峰
　美しい山 と々湖、盆地や平野
の大自然に恵まれた東北地方。
秋田県や青森県ではストーン
サークルと呼ばれる環状列石が
複数発掘されたように、弥生時
代まで歴史を遡ると、日本人の
祖先は東北地方においても古代
から集落を造り、各地で文明の
礎を築いていたことがわかります。
古代の民は天体を観測しながら
四季の移り変わりや日々の天気、
時を刻む方法を理解していまし
た。そして太陽の動きや月、星
を指標として列島の地理関係を
見定めながら土地勘を養い、日
本各地をどこでも旅することが
できたのです。そしていつしか
東北地方にも人々が移り住むよ
うになりました。
　本州の北部を占める東北地方
では、本州の他の地域や九州と
は異なり、弥生時代から古墳時
代に創建された由緒ある神社や
お寺が存在しません。東北で参
拝者が多く、人気のある青森県
の十和田神社や岩木山神社、岩
手県の中尊寺、毛越寺や丹内山
神社、宮城県の大崎八幡宮、福
島県の慧日寺などは、いずれも
平安時代に建立されたものであ
り、これらの中には東北の有力
者、奧州藤原氏との繋がりが深
い社も少なくありません。平安

時代より1世紀ほど遡る飛鳥時
代では、宮城県の鹽竈（しおが
ま）神社、山形県の出羽神社と
秋田県の太平山三吉神社総本宮
が建立されましたが、そこで古
代神社のリストは途絶えてしま
います。
　ここで注目したいのは、最後
に列記した出羽神社と太平山三
吉神社総本宮です。日本列島の
他の地域と比較し、歴史的にみ
ても宗教色がうすく感じられる
東北地方において、飛鳥時代に
2つの山が特定され、そこで神
が祀られたのです。まず羽黒山
では593年、第三十二代崇峻
天皇の皇子・蜂子皇子が羽黒山
頂に出羽神社を建立しました。
皇子は奈良から日本海を船で渡
り、三本足の霊鳥に導かれてき
たと語り継がれています。その
結果、羽黒山に隣接する湯殿山、
月山においても神が祀られ、合
わせて出羽三山と呼ばれるよう
になります。出羽三山は東北に
おける山岳信仰の発祥地となり、
いつしか「羽黒派古修験道」の根
本道場としても知られるようにな
ります。それからちょうど80年
後の673年、今度は羽黒山か
ら北方に125㎞ほど離れた標高
1,170ｍを誇る太平山の山頂に
て、修験道の開祖として知られる

役小角（えんのおづの）により神
が祀られ、山頂から16㎞ほど離
れた山の麓に太平山三吉神社が
創建されました。太平山頂から
は白神山地や男鹿半島、仙北平
野などを望むことができます。
　飛鳥時代に建立された出羽神
社と太平山三吉神社には多くの
共通点があり
ま す。 ま ず、
どちらも山岳
信仰、修験道
の山として古
代より信仰を
集めてきただ
けでなく、人々
に自然の恩恵
を与える霊峰
として親しま
れてきました。
その奥宮が立
つ山の頂は、
日本海から眺
めることがで
きる場所に位
置しています。
つまり、海原
と山頂の双方
から相手を見
渡すことがで
きます。古代
では、視認性
が良く、位置

確認がしやすい高山にて、神を
祀ることが重要視されたようで
す。また、出羽三山神社とも呼
ばれる出羽神社と太平山三吉神
社の名称には、いずれも「三」の
数字が含まれていることに注目
です。飛鳥時代から奈良、平安
時代にかけて、古代では神を祀
る事象に関して「三」という数字
が頻繁に登場します。「三」の数
が大切にされた結果、神社の名
称や三輪山などの地名にも用い
られただけでなく、三つ鳥居な

どの造形物、磐座などの岩石の
形状からも、「三」のモチーフが
重要視されていた史実を垣間見
ることができます。その流れは
奈良、平安時代にも続き、「三」
は藤原一族にとっても大事な数と
なり、平安初期では日本最古の
物語として知られる「竹取物語」
でも、「三」にまつわるストーリー
が多々綴られることになります。
　もうひとつの共通点は、どち
らもレイラインと呼ばれる直線
上に、神社の建立地が見出され
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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㎝
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21,800円21,800円
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21,800円21,800円
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RC35
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RC18BK
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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
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送料・お支払い方法・発送時期については、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。
掲載している価格は2017年10月現在のものです。 最新の価格はファニチャーハウスWEBサイトにてご確認下さい。

ファニチャーハウス

特価
満載

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。

在庫一掃!売りつくし!
輸入家具 大大大処分市処分市大処分市大大処分市大大処分市

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

開
催
中

限定
4台!

限定
4台!

限定
4台!

限定
4台!

限定
4台!

限定
5台!

限定
4台!

限定
4台!

御在所岳

伊吹山

槍ヶ岳

立山
妙高山

白山

羽黒山

月山

大日岳

富士山

赤城山
鹿島神宮

金峯山寺
伊勢神宮

至 久高島

羽黒神社

室戸岬

剣山
蒲生田岬

伊島

足摺巨石群唐人駄場遺跡
（唐人駄馬巨石群）

羽黒山のレイライン

屋久島

沖ノ島

八戸



た可能性が高いということです。
すなわち、これらの神社の場所
が、古代より知られる列島内の
他の拠点同士を結び付けた直
線上に特定され、ピンポイント
に指定された場所に神社が建
立されたと考えられるのです。
太平山三吉神社は、出雲大社
と宗像大社の中津宮を結んだ
直線上にピタリと位置すること
から、これらの由緒ある古代神
社の位置を参照して太平山の麓
に神社を建立する場所を特定し
たと思われます。さらに羽黒山
に絡むレイラインを検証すると、
その山頂は驚くことに、かつて
類を見ないほど多くのレイライ
ンが交差する場所であったので
す。古代、羽黒山にスポットが
当てられ、東北の霊峰として知
られるようになった理由が見え
てきました。

多くのレイラインが交差する羽黒山

　素晴らしい東北地方の大自然
の中で、今日ひと際、その名を
知らしめているのが出羽三山で
す。その中心となる出羽三山神
社が建立された羽黒山は、標高
が414ｍと大変低いだけでなく、

地勢図や航
空写真を見
ても、何ら特
殊な地形や
地の指標と
なるような場
所が存在し
ません。ごく
普通の小高
い山にしか見
えない羽黒
山が特別視

された理由は何でしょうか。そ
のありきたりの山に古代の人が
注目し、そこを修験道の聖地とし
て特定し、そこから更に湯殿山、
月山までを取り囲むように出羽
三山として聖地化し、羽黒山の
山頂に出羽三山神社を建立した
ということは、その場所がとて
つもなく重要に思えたからに他
なりません。その謎を解明する
のがレイラインです。
　古代では、レイラインという手
法を用いて、由緒ある神社や目
立つ地の指標、高山と同一線上
に新たな拠点を見出すことによ
り、潜在的な地の力を関連づけ
るだけでなく、時には何らかの
宗教的な意味合いを持たせるこ
とがありました。何の変哲もな
い小高い山でしかない羽黒山が
出羽三山の中心となった背景に
は、日本列島に存在する多くの
重要地点を結ぶレイラインが羽
黒山で交差することが、古代に
考察されたからではないでしょ
うか。早速、羽黒山の山頂を通
り抜けるレイラインを検証してみ
ました。すると意外にも、他に
例を見ないほどの多くのレイライ
ンが羽黒山を通る事実を確認す

ることができました。
　レイラインを検証する際、常
套手段としてはまず、日本列島の
最古の霊峰として知られる著名
な聖山との結び付きを見ます。
それらの霊峰は、富士山、立山、
白山、剣山などです。まず、富
士山と羽黒山を結ぶ直線上には、
赤城山と大日岳が存在します。
赤城山は複数の山から成る火山
帯の名称であり、富士山に次ぐ
広大な高原台地を有しています。
その最高峰、黒檜山（くろびさん）
の頂上には赤城神社があり、山
岳信仰を象徴する神社として知
られています。また、新潟の大
日岳は修験道の開祖として飛鳥
時代に活躍した役小角（えんのお
づの）が開山した山として有名で
す。どちらも山岳信仰と結び付
いているだけでなく、大日岳は修
験道の修行の山であることから、
富士山と赤城山、大日岳を結ぶ
レイライン上に羽黒山が存在す
るのは、偶然ではないようです。
それ故、富士山と赤城山を結ぶ
線上の延長に羽黒山が見出され、
その後、修験道を代表する山と
して同一線上に並ぶ大日岳が開
山されたという歴史の流れが見
えてくるようです。
　青森の八戸と伊勢神宮内宮を
結ぶレイラインも、羽黒山を通
り抜けています。八戸は列島最
北にある古代の港町として、古く
から発展しました。その地名は
今日「はちのへ」と読みますが、
元来、ヘブライ語で「神」を意味
する「ヤヘ」の当て字「八戸」が
「はちのへ」と読まれるように
なったと考えられます。地名その
ものが「神」を意味することから、

古代、東北では最も重要な寄港
地であったに違いありません。
八戸は沖縄の那覇と淡路島の中
心に位置する神籬石を結び、日
本列島を通りぬける最長のレイ
ライン上にも位置します。その八
戸と伊勢神宮内宮を結ぶ線上に
羽黒山があります。よって、富士
山と赤城山、そして八戸と伊勢
神宮を結ぶレイラインが交差す
る地点に羽黒山が見出されたと
いう可能性が見えてくるのです。
　次に古代の霊峰として名高い
伊吹山と紀伊水道に浮かぶ伊島、
そして日本三名山の一つである
立山を結ぶレイラインを検証して
みましょう。伊島は淡路島の南
方、紀伊水道に浮かぶ島であり、
そこからは西日本で2番目に高
い剣山だけでなく、熊野の山々
も見渡せることから、古代より
重要な離島と考えられていたこ
とでしょう。また、滋賀県最高
峰として標高1,377mを誇る伊
吹山については、日本書紀にも
伊吹山の神と日本武尊の戦いに
ついて詳細が記されていること
から、古代より神が宿る霊峰と
して知られています。よって役小
角も伊吹山を登頂して山岳修行
の場とし、平安時代になると伊
吹山は密教と結び付く修験道の
山として、そこに多くの山岳寺院
が建立されました。その伊吹山
からみて北東方向には富山県が
誇る標高3,013mの立山が聳え
立ちます。日本海側の山麓では
最高峰となる北アルプス飛騨山
脈の北部に位置する立山は701
年、神仏習合を体得する霊場と
して、慈興上人としても知られる
佐伯有頼が開山したと、「立山開

山縁起」には記載されています。
この２つの霊峰、立山と伊吹山、
そして伊島を結んだレイラインの
延長線上に羽黒山があります。
よって、羽黒山に出羽三山神社
が建立された後、伊吹山と羽黒
山を結び付けた線上に聳え立つ
立山が修験道の山として見出さ
れ、霊峰として名乗りをあげるこ
とになったと想定されます。
　更にもう1本、修験道に絡む
大事なレイラインが存在します。
修験道の本拠地と言えば、奈良
県吉野にある世界遺産の金峯山
寺があまりに有名です。西の金
峯山寺に対峙し、東には出羽三
山の羽黒山が存在することから、
この２山はレイラインで結び付い
ているのではないでしょうか。2
つの山を結んで地図上に直線を
引くと、そのレイラインは御在所
岳の裾野を通り、日本のマッター
ホルンとも言われ、国内5番目
の標高を誇る高山として知られ
る飛騨山脈の槍ヶ岳を通り抜け
ます。その山頂からは富士山、
南アルプス、中央アルプス、白山、
八ヶ岳などの山々を眺望するこ
とができます。槍ヶ岳が正式に
開山されたのは、近代19世紀
の初頭ですが、その頂上からの
パノラマビューと、山の名前のご
とく特異な地形ゆえに、古代で
も登頂され、地の指標として用
いられた可能性があります。槍ヶ
岳と金峯山寺を結ぶレイライン
上に、羽黒山が存在するのも、
偶然ではないかもしれません。
　富士山、立山と共に日本3名
山に数えられているのが標高
2,702mを誇る白山です。修験
道の僧、泰澄（たいちょう）によっ
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グラス 600円

ココ・ファーム
ワイナリー

「サミット（主要国首脳会議）」の
晩餐会での乾杯に用いられ、
「JALのファーストクラス」にも
採用されている“奇跡のワイナリー”

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～
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■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
寿司処が成田にあった！

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

板
長: 

菅
原
繁
見

ワインフェアー

風のエチュード

イワシの刺身....... 500円

あん肝...........................600円

生牡蠣（2ヶ）.........700円

生蛸の刺身.............650円

かまの塩焼き.......700円

秋の新メニュー

出羽三山神社の御本殿　三神合祭殿



て奈良時代に開山されたと言わ
れています。白山と四国の剣山を
レイラインで結ぶと、その延長
線上に羽黒山があります。古代
の霊峰である剣山からは淡路島、
熊野の山 、々紀伊水道に浮かぶ
伊島だけでなく、北は大山、西
は石鎚山の頂上までパノラマの景
色を見渡すことができます。その
剣山と羽黒山を結ぶ線上にある
白山に泰澄が訪れて開山したの
は、羽黒山が開山されてからお
よそ1世紀半過ぎた頃です。よっ
て、泰澄は羽黒山と剣山を思い
浮かべながら、その線上にある
白山を重要視したと考えられます。
　さらに鹿島神宮と月山を結ぶ
レイラインも重要な意味を持っ
ています。日本列島に建立され
た古代神社の中で、最古の歴史
を誇る一社として名高い茨城県
の海岸近くに建立された鹿島神
宮と、山形県が誇る標高
1,984mの月山を結ぶと、その
線は羽黒山に繋がっていること
がわかります。月山が地域一の
標高を誇る高山であり、遠くか
らもすぐに識別できる山である
ことから、羽黒山頂に神が祀ら
れた直後、鹿島神宮と同方向に
ピタリと並ぶ地域最高峰の月山
でも神が祀られるようになり、

出羽三山のひとつとして認知さ
れるようになったと想定されま
す。こうして羽黒山を含む出羽
三山は、鹿島神宮とも地の力で
紐付けられることになります。
　羽黒山を通り抜けるレイライ
ンは、他にも存在します。日本
百名山のひとつであり、標高
2,454ｍを誇る妙高山と高野山
金剛峯寺を結ぶ線も、羽黒山に
直結しています。妙高山は、古
くは名香山とも書かれ、信仰の
山として開かれました。北信五
岳の最高峰であり、新潟生粋の
霊峰として須弥山（しゅみせん）、
越後富士と呼ばれることもあり、
白山と共に山岳信仰の山として
知られています。伝承によると、
妙高山は和銅元（708）年に開
山され、高野山の開祖である空
海も妙高山を霊峰として敬い、
最盛期は山岳修験道場として多
くの坊が修行しました。その妙
高山と、空海の総本山である高
野山の中心地に建立された金剛
峯寺をレイラインで結ぶと、そ
の延長線上に東北の羽黒山があ
るのは偶然とは言えないでしょ
う。もしかすると、羽黒山が山
岳信仰の基点であることを知っ
た空海は、山岳修験道場である
妙高山と羽黒山を結ぶ線上に高

野山を見出したと考えることも
できます。いずれにしても、羽
黒山、妙高山、高野山金剛峯寺
が一直線に繋がっていることは、
これらの聖地が何らかの理由で
結び付き、地の力を共有してき
たことの証と考えられます。
　羽黒山を交差するレイライン
の中には、注目すべき線がまだ
存在します。まず、遠く九州宗
像大社の玄界灘沖に浮かぶ世界
遺産、沖ノ島と羽黒山を結ぶレ
イラインにも注目してみました。
この線は、新潟沖の佐渡島の中
心に建立された羽黒神社を通り
抜けます。佐渡島に羽黒神社が
建立されたのは、沖ノ島と羽黒
山を結ぶ直線上に佐渡島が存
在していたからに他ならないと
考えられます。その他、屋久島
と高知県の足摺岬近くにある足
摺巨石群唐人駄場遺跡（唐人駄
馬巨石群）を結ぶ線、そして神
の島とも言われる琉球の久高島
から四国の室戸岬、蒲生田岬を
結ぶ長い直線上には羽黒山が
存在することから、これらもレ
イラインを構成していた可能性
を秘めています。

羽黒山のレイラインとは

　出羽三山のはじまりは飛鳥時

代の初期です。羽黒山は崇峻
天皇の皇子により、593 年に
開山されました。その12年後、
湯殿山神社が建立されています。
山岳信仰を広めた役小角が活
躍し、修行の場として山々を開
山したのは、それからおよそ1
世紀近く経った飛鳥時代の後
期、7世紀後半です。それゆえ
歴史の流れとしては、まず、蜂
子皇子が側近の学者らと列島
の地勢を見極めながら、富士
山や伊吹山などの名高い霊峰
や、伊勢神宮、そして伊島や八
戸などの古代の拠点を指標とし
て、東北の地に羽黒山を見出し
たと考えられます。そして山岳

信仰が徐々に広まるにつれ、飛
鳥時代後期には、役小角らが
伊勢神宮、鹿島神宮、宗像大
社などの由緒ある神社や名高
い霊峰、古代の拠点と羽黒山
とを紐付けるようにレイライン
を見出したのではないでしょう
か。そして、山々を開山して修
験道を広めながら、神を祀る神
社をそれらの線上に建立したと
想定するならば、古代史の流れ
が見えてきます。人里離れたど
んな場所でも、神社が建立さ
れ、霊峰が開かれ、聖なる拠点
が見出された理由は、レイライ
ンを通して理解することができ
ます。           （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
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記

台風の中、衆院選が無事に終わり、結果は自民党の
圧勝でした。政治の世界では言葉は命であり、小池
百合子氏の排除発言が希望の党失速という致命的な
原因を作ったことは想定外でした。ところが小池氏と
親しい自民党の石破氏と小泉進次郎氏の声は選挙中
あまり聞かれず、今後の台風の目となりそうです。次期
総理候補としてメディアでは岸田氏の人気が高いもの
の、庶民の間では小泉人気が圧倒的。自民党議員の
中では石破氏への信頼度は高く、安倍首相の退任を
見据えた折衝から目が離せません。政治はドラマ。とは
言え、庶民の心をまず大切にしてもらいたいものです。

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/

求人情報求人情報 勤務地 成田市 ( 野毛平工業団地内 ) 正社員正 パ パート

▶資　格 ： 学歴不問 各職種の実務経験者歓迎します 
▶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
▶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

▶給　与 ： 各職種欄参照　※経験・スキル・TOEICスコアを考慮して決定
▶休　日 ： 日曜、週休二日（シフト制）、年末年始休暇、有給休暇

▶資　格 ： 学歴不問 各職種の実務経験者歓迎します 
▶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）

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

▶給　与 ： 各職種欄参照　※経験・スキル・TOEICスコアを考慮して決定
▶休　日 ： 日曜、週休二日（シフト制）、年末年始休暇、有給休暇（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

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

若手や

女性社員
も

大活躍す
る

職場です
!

正社員大募集

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

業績絶好調
日本最大級の楽器ネット通販

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

技術スタッフ

弊社WEBサイトのバナー作成、コーディング
などのWEB制作業務全般を行います。

WEB制作

さまざまなスキルを活用できる、多彩な職種があります!

1,100円～1,200円
時
給パ

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。

営業スタッフ

正 22万円～月
給 正 24万円～月

給

正 22万円～月
給

正 22万円～月
給 正 22万円～月

給

正 22万円～月
給

1,100円～1,200円
時
給パ

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。

営業事務スタッフ

1,100円～1,200円
時
給パ

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。

カスタマーサポート

1,100円～1,200円
時
給パ 1,100円～1,200円

時
給パ

1,200円～
時
給パ

本社併設の物流倉庫にて、入出荷業務を
はじめ、さまざまな業務に携わります。

物流スタッフ

女性社員
も

大活躍す
る

職場です
!

正社員大募集正社員大募集正社員大募集正社員大募集正社員大募集正社員大募集正社員大募集正社員大募集正社員大募集
さまざまなスキルを活用できる、さまざまなスキルを活用できる、さまざまなスキルを活用できる、さまざまなスキルを活用できる、さまざまなスキルを活用できる、さまざまなスキルを活用できる、さまざまなスキルを活用できる、さまざまなスキルを活用できる、多彩な職種があります!多彩な職種があります!多彩な職種があります!

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

羽黒山のふもとから眺める月山
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国内最大級の楽器・音響機器専門店

音楽を愛する全ての人へ

www.soundhouse.co.jp
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）

CLASSIC PRO

CPH3000 オンイヤータイプのヘッドホン。厚みのある
上質な低音と自然で艶やかな高音を再生、
臨場感のある生き生きとしたサウンドです。各 3,980円（税込 4,298円）

ギター、ドラム楽器玩具 吹奏楽 ピアノ、キーボード マイク、スピーカー

PTAS200
アルトサックス

 23,800円
（税込 25,704円）

 7,980円
（税込 8,618円）

D4E
アコースティックギター

 2,980円
（税込 3,218円）

PTUK-200
ウクレレ

管楽器からギター・ウクレレまで

芸術の秋を満喫！

PTFL-200フルート
 9,800円（税込 10,584円）

 11,800円（税込 12,744円）

PTSTR-25Nトランペット

 1,980円
（税込 2,138円）

PTUK-100


