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六芒星のレイラインから浮かび上がる古代の聖地

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

神宝の行方を追う古代史のロマン
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六芒星のレイラインから浮かび上がる古代の聖地

Part.IPart.IPart.II

伊勢神宮と剣山に結び付く高野山

　剣山と伊勢神宮を結ぶ1本の
仮想線上に高野山が存在するこ
とに偶然にも気が付き、古代史
に絡めて日本の地理を学ぶ面白
さに魅了され、日本列島全体を
研究する意欲が湧いてきたこと
は大きな収穫でした。これまで
とは全く違った視点から日本の
地図を見ることにより、著名な神
社や霊峰と呼ばれる高山など、
多くの聖地が不思議と一直線に
並んでいるという事実が、手に
取るようにわかってきたのです。
　大勢の人々が神を参拝してき
た神社や山の頂上が仮想の線上
で繋がっているという事実に目覚
めることは、古代史の流れを理
解する上で極めて重要です。な
ぜなら、2点を結ぶ直線上に次
の聖地を選ぶからには、それな
りの理由があるだけでなく、神
社などの聖地が造営された順番
も特定できると考えられるからで
す。例えば高野山の金剛峯寺は
剣山と伊勢神宮を結ぶ直線上に
並ぶように意図的に特定された
と推測されることから、その直
線を結ぶ基点となる剣山と伊勢
神宮は、高野山金剛峯寺の創設
者である空海にとって極めて重要
な存在であったことがわかります。

これら神社や地の指標、霊峰等
を結ぶ仮想線はレイラインと呼
ばれ、歴史の謎を紐解く鍵とな
りうる大切な情報となります。
　しかしながら素朴な疑問が残
ります。剣山と伊勢神宮は250
㎞も離れていることから、それら
を結ぶ直線といっても四国の中心
から紀伊半島の東端まで広がり、
その線上のどこに拠点を見出す
のか、わからないはずなのです。
高野山の拠点となる場所を特定
するには、おそらく東西拠点のい
ずれかを基点として、そこから一
定の距離を隔てた直線上の場所
が新たなる拠点になると想定し、
早速、伊勢神宮と高野山の距離
に注目してみました。グーグルマッ
プによると、伊勢神宮と高野山の
距離は108㎞です。高野山とは
いえど、ピンポイントで特定でき
る場所はなく、山 の々エリア全体
を指して高野山といいます。それ
故、正確な距離を特定できる訳
ではないのですが、たまたまグー
グルマップの情報に基づき、高野
山の中心としてマークされていた
場所までの距離が108㎞でした。
この数字が、思わぬ展開をもたら
すことになります。
　さっそく108㎞という距離に
注視しながら、伊勢神宮から同
じ距離を持つ聖地が他にも存在

しないか地図上で検証してみまし
た。もし、108㎞離れた場所に
大切な聖地が存在するならば、
伊勢神宮から剣山に向けて同距
離を持つ場所に新しい聖地を見
出すことにより、これらの聖地が
すべて仮想線上に繋がる関係に
なると推測したのです。そこで伊
勢神宮から弧を描くように紀伊
半島の西方から北方に向けて
108㎞離れた地点を見渡すと、
北西方向に京都御所を見つけま
した。しかもグーグルマップの距
離をみると、ピタリ、108㎞となっ
ていたのです！これは高野山が伊
勢神宮と御所、すなわち日本国
天皇がお住まいになられる聖地
と密着するだけでなく、しかも剣
山との繋がりも持つことを目論
んだ結果ではないかと、とっさに
思いました。空海の父方は皇族
との繋がりが深く、空海も10代
の頃から奈良に出入りし、勉学
に励んできました。また、京都
の地を見出して天皇に進言をし
た和気清麻呂とも大変親しい仲
にあったことから、空海にとって
天皇が住まわれる京都は大切な
聖地であったに違いありません。
よって、伊勢神宮と剣山を結ぶ線
上において、京都と伊勢の距離
と同じ108㎞の地点を、空海の
生涯を全うする高野山の聖地と

したのでしょう。
　伊勢神宮を基点
として西には高野山
と剣山、北方には
京都御所が扇上に
広がることから、ご
く自然と次に注目し
たのが、京都御所
と高野山金剛峯寺
の間に挟まれたエリアです。そし
て伊勢神宮から北西方向にむけ
て、ちょうどその中間に仮想線を
引くと、その線上には最も由緒
ある古代神宮の一つに数えられ、
日本書紀や古事記にも記されて
いる石上（いそのかみ）神宮が目
に入りました。日本書紀によると、
スサノオノミコトが八岐大蛇を
切った十握剣は岡山の石上布都
魂神社を経由して、石上神宮に収
められたことになっています。ま
た古事記には、武甕槌神（たけみ
かづちのかみ）が葦原平定の際
に用いた剣が布都御魂として石
上神宮に宝蔵されたことが書か
れています。石上神宮には神剣
が古代より宝蔵され、神宝に纏
わる由緒が豊富であることから、
その歴史の流れに注目すること
は、神宝の行方を学ぶ上で重要
です。実際、これら神宝が石上
神宮において管理されるように
なったのは垂仁天皇の時代とい
われ、それはまさに元伊勢御巡
幸の時代に重なります。
　石上神宮は布都御魂剣（ふつの
みたまのつるぎ）をご神体とし、
神宝に絡む古代の神社として名

高いことから、石上神宮がレイラ
イン上で伊勢神宮と京都御所、
剣山と繋がっているとういことは、
他の聖地も同様に神宝と深い関
わりを持つことにならないでしょ
うか。実際、伊勢神宮を基点と
して結ばれているこれらすべての
聖地は、神宝というテーマを共
有し、見事にレイラインで結ばれ
ていたのです。伊勢神宮に限らず、
皇族がお住まいになられる京の
都においても神宝は大切に保管
されています。また、元伊勢御
巡幸による神宝の遷座によって
最終的に神宝が秘蔵された場所
は、「元伊勢のレイライン」で解
説した通り剣山であったことから、
剣山周辺の集落では、神宝に纏
わる伝承が今日まで残されてき
たのです。
　その石上神宮からの距離を測
ると、京都御所までは48.3㎞。
金剛峯寺までは49.3㎞と、ほぼ
同等です。これは偶然の一致と
は言えないでしょう。物部氏が
統括する武器倉庫の本丸である
石上神宮を中心に、その北方に
は京都御所が、南方には金剛峯
寺があるように見えます。石上
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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
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

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11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。

新春セール新春セール新春セール 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!

空海の故郷
善通寺市（香川）

剣山

48.3km

49.3km

高野山

金剛峯寺

伊勢神宮

剣山

京都御所

108km

108k
m

石上神宮



神宮は長年、物部氏によって祭
祀が行われてきた経緯があり、
その物部氏こそ、イスラエルの祭
祀一族であるレビ族の血統であ
る可能性が高いことも注目に値
します。その石上神宮が、元伊
勢御巡幸の最終拠点となった伊
勢神宮内宮とレイラインで結び
付けられ、そこが京都御所と高
野山、剣山をも結ぶ接点になっ
たのです。
　これら拠点のすべては、古代
の神宝に絡む大切な聖地であり、
それらが見事に仮想線上で紐付
けられていることは、もはや偶
然とは言えません。その線上に
空海は自らの最終拠点となる高
野山を見出し、そこに金剛峯寺
を建立したのです。こうして金剛
峯寺は、いつの日もレイラインと
いう仮想線上にて、神宝に結び
付く伊勢神宮、京都御所、石上
神宮、そして剣山とも繋がったの
です。そして無名の山麓であった
高野山は今日、世界遺産になる
まで発展を遂げることになります。
神宝を大切に秘蔵する責務と、
それらを後世に託すことをライフ
ワークとした空海の熱い思いを、
高野山の存在から垣間見ること
ができます。

六芒星から浮かび上がる元伊勢の聖地

　これまでの考察から浮かびあ
がった三つの拠点、伊勢神宮と

京都御所、高野山を結ぶと、正
三角形に近い二等辺三角形にな
ります。その形状を思い浮かべ
ながら、もしかして同じ形状の二
等辺三角形を逆方向にずらして
重ねたら、イスラエルのシンボル
でもあるダビデの星、六芒星の
形が作れると思い、地図上で線
引きをしてみました。問題は伊勢
神宮に相対する西側の拠点が定
まっていないことでした。そこで、
伊勢神宮と石上神宮を結ぶ同一
線上で、逆二等辺三角形の頂点
として六芒星を描くことができそ
うな神社や遺跡、その他史跡が
あるかを検証したのです。すると
一か所だけ、六芒星の頂点とな
り得る場所が見つかりました。
　兵庫県の新神戸駅北側には再
度山と呼ばれる山があり、そこに
大龍寺というお寺があります。
普段は聞いたこともない山と寺
の名前ですが、伊勢神宮と石上
神宮という神宝に関わる極めて
重要な古代の聖地を結ぶ線上に
存在することから、有無を問わ
ず再度山の背景を調べてみまし
た。すると驚くことに、この再度
山は空海ゆかりの地であり、ま
た、和気清麻呂という皇族にお
仕えし、京都の聖地を見出した
天才的な地理学者が拠点とした
場所であり、大龍寺の基となる
道場を創設したことがすぐにわ
かりました。天皇がお住まいにな
られる御所と、伊勢神宮、高野
山が、地理的には二等辺三角形
の形で繋がっているだけでなく、
その中心となる伊勢神宮と石上
神宮を結ぶ線上に、空海と和気
清麻呂が拠点とした大龍寺、再
度山があるという事実を目の当

たりにし、もはやレイラインの存
在を疑う理由はありませんでした。
早速大龍寺を西側の頂点として、
そこから二等辺三角形を描き、
ダビデの星となる六芒星を地図
上に線引きしてみました。古代史
ロマンの幕開けです！
　まず、伊勢神宮を基点として
京都御所と高野山双方が108
㎞の距離に位置するように、今
度は再度山を基点として、同じ
108㎞の辺を持つ2等辺三角
形を描いてみました。もし、レ
イラインの構想が背後で働いて
いるとするならば、その頂点に
何かしら大切な拠点となる神社
や聖地があると考えたのです。
東北東の方向を注視すると、
108㎞の地点は古代の霊峰とし
て名高い御在所岳に近く、周辺
には甲賀市、亀山市があります。
そして108kmの地点を見てい
くと、滋賀県蒲生郡の若宮神社
が目に入りました。再度山から
ちょうど108㎞の地点に建立さ
れているだけでなく、若宮神社
といえば元伊勢御巡幸地の比定
地のひとつ数えられていたはず
です。「これだ！」と思い、調べ
ていくうちに、元伊勢の御巡幸
地のひとつである甲可日雲宮の
比定地となっていたのは、若宮
神社から南東方向に2.5km程
向かった場所にある、もうひと
つの若宮神社でした。
　甲賀市の大河原にある若宮神
社は、再度山から見てちょうど
110㎞となる地点にあり、御在所
岳の頂上からは約8.5㎞手前に
位置します。社伝によると若宮
神社の創建は奈良時代初期の
718年と記載されています。境

内社は皇大神宮とも
呼ばれ、元伊勢御
巡幸の際に倭姫命
御一行が滞在され
た甲可日雲宮の比定
地として知られてい
ます。元伊勢御巡幸
の主なる目的は神宝
を加護するため、各
地を巡り周りながら、神宝の最
終的な遷座地を見出すことにあ
りました。よって、若宮神社も神
宝と深い関わりあいを持つ神社
なのです。それ故、伊勢神宮、
石上神宮、京都御所、高野山と
同様に、神宝という共通のテー
マを介してレイラインという仮想
線を通して互いに繋がっているこ
とに何ら不思議はありません。
残るは、再度山から見て、南東
方向に存在するであろう、もうひ
とつの六芒星頂点です。

紀伊半島の秘境を有する大台ヶ原

　神宝の歴史に繋がる若宮神
社が再度山から110㎞離れて
いるという事実からして、南東
方向にも重要な聖地が存在して
いる可能性が見えてきました。
もし、再度山を頂点として正三
角形に近い二等辺三角形を構
成するレイラインが存在するな
らば、伊勢神宮を頂点とする三
角形に重ねて六芒星を形成する
ことができます。そこで地図を
再び検証しながら、再度山から
108km前後離れている地点を
検証してみました。
　当初注目したのが、熊野灘沿
いの尾鷲市近くにある標高
611mの便石（びんし）山です。
山の頂上近くには「象の背」とよ

ばれる巨石があり、そこから太平
洋の絶景を眺めることができま
す。四国剣山の「馬の背」と呼ば
れる頂上からの光景を彷彿させ
る巨石であるだけに、再度山、
若宮神社と共に三角形を成すレ
イラインの頂点を形成するのに、
便石山はもってこいの指標に思
えたのです。しかしながら、再度
山からの距離は115㎞となり、
当初の想定である108から110
㎞の距離よりも、さらに5㎞長
くなってしまいます。
　他に該当する聖地がないかと
地図上を探していると、ふと大
台ヶ原が目に入りました。大台ヶ
原は複数の山から形成され、三
重県最高峰の日出ヶ岳、標高
1695mも含まれています。日本
屈指の豪雨山地としても知られ、
年間の平均雨量は5000㎜に達
します。2004年には1日の雨
量としては驚異的な1886㎜の
豪雨があり、1920年には年間
8214㎜という雨量の記録も残っ
ています。大台ヶ原に降る雨は、
そこから大阪湾へは紀ノ川、太
平洋には熊野川、伊勢湾には宮
川を介して注がれています。それ
は古代、船を用いて大台ヶ原周
辺まで川を上って旅することがで
きたことも意味しています。
　大台ヶ原の最高峰、日出ヶ岳
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（グラス 600円）

グラス 600円

ココ・ファーム・ワイナリー

田園地帯にたたずむ上質な大人の隠れ家田園地帯にたたずむ上質な大人の隠れ家－田園地帯にたたずむ上質な大人の隠れ家－

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

♦ジム.....1,000円

♦ジム+屋内プール
　...........2,000円

♦ジム.....1,000円

♦ジム+屋内プール
　...........2,000円

《ご利用料金》《ご利用料金》
......（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～

......... （30分） 4,500円～

4,200円

5,000円

9,800円

■スパ &フィットネス

..................

..................

...........................

最上級のマシンを完備

体のケアと癒しをプライベートな個室で
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。

寿司職人が握る
こだわりの一貫

田園地帯にたたずむ上質な大人の隠れ家田園地帯にたたずむ上質な大人の隠れ家田園地帯にたたずむ上質な大人の隠れ家

極上の天然黒湯

www.yamatonoyu.com
●

●サンクス

●
房総のむら ●坂田ケ池

総合公園

●イオン成田

JR成田線
（我孫子支線）

成田安食バイパス

松崎街道◀安食・我孫子

成田市街地▶

◀我孫子方面
案内看板

18

18
下総松崎

上福田交差点 土屋交差点

408

成田空港

成
田

51

佐
倉
▼

▼

T EL 0476-28-8111千葉県成田市大竹1630

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》

♦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
♦アロマテラピー　

ワインフェアー
風のエチュード

月を待つ
北ののぼ

モツ煮込み.............480円
あん肝...........................600円
生牡蠣（2ヶ）.........700円
しらこポン酢.......800円

冬のお薦めメニュー

主要国首脳会議の晩餐会や
JALファーストクラスにも採用

※ボトルをご注文された
　お客様に肴（酒菜）サービス

★

フィットネスジム

大台ケ原
奥坊主

110k
m

108km

空海の故郷
善通寺市（香川）

剣山

再度山

大龍寺

至 比婆山

生石神社
石の宝殿

若宮神社
（皇大神宮）

高野山

金剛峯寺

伊勢神宮

剣山

京都御所

108km

108k
m

石上神宮

剣山頂からのパノラマを展望



から東をのぞむと、御嶽山や乗
鞍岳、志摩半島まで見渡すこと
ができ、時折富士山ものぞむこ
とができるだけでなく、西方に
は世界遺産の大峰山脈を成す山
上ヶ岳をはじめ、釈迦ヶ岳や大
塔山など、紀伊半島の山々がパ
ノラマ上に広がります。今日、大
台ヶ原の頂上周辺までは車でア
プローチすることができ、やや観
光地化されています。それでも、
少し足を運ぶだけで大自然の原
始林が未だに存在し、山を散策
しながら自然の力を満喫するこ
とができ、大台ヶ原でも著名な
大蛇嵓からは800ｍ下の東ノ川
にせり出した断崖絶壁の光景が
真下に広がります。また、大台ヶ
原周辺には牛石ヶ原や正木ヶ原
と呼ばれる山腹も広がり、登山
する人の心を和ませてくれます。
　明治時代では魔の山と恐れら
れたこともある大台ヶ原ですが、
その優れた景色だけでなく、紀

伊半島の分水点として三方向へ
注がれる河川の頂点に存在する
という地勢からしても、古代か
ら神霊が宿る聖なる山として崇
められてきた可能性があります。
近年においては明治24年、古
川嵩氏によって正式に開山され
たことが証され、大台ヶ原は「神
霊の宿る聖なる山」と位置付け
られ、そこに修行道場なる教会
が作られたのです。同様に、古
代においても大峰山周辺を行き
来する修験道の行者も大台ケ原
を訪れたに違いなく、古代から
大台ヶ原は重要な拠点とみなさ
れたことでしょう。
　その大台ケ原でも、秘境を
極める場所として知られるのが、
日出ヶ丘から東南東へ5㎞弱離
れた標高1109m の奥坊主で
す。すぐそばには口坊主と呼ば
れる岩山もあり、近くの断崖絶
壁を滝が流れています。奥坊主
の山頂からは景色を見ることが

できませんが、すぐそばの展望
スポットからは、遠くに熊野灘
を見渡すことができます。なぜ、
大台ケ原の秘境が奥坊主と命
名されたかは定かではありませ
ん。江戸時代、将軍や大名の
茶室を管理し、接待を務めた
のが奥坊主であることから、も
しかして、その秘境の地を茶室
と捉え、そこで天の神を崇め、
接待する思いで神に仕えたこと
から、奥坊主という名がつけら
れたのかもしれません。
　その奥坊主から再度山までの
距離は、ちょうど108㎞です。
すると、再度山を頂点として元伊
勢の比定地である若宮神社と大
台ヶ原の奥坊主を結ぶと、二等
辺三角形ができあがります。そし
て伊勢神宮、京都御所、高野山
金剛峯寺を結ぶ三角形と向かい
合わせで重ねると、六芒星のよ
うな形になります。双方とも同じ
形をした二等辺三角形であるこ
とから、綺麗な六芒星の形には
なりません。しかしながら、期
待を裏切らない素晴らしい聖地
が六芒星の頂点すべてに存在す
ることから、古代史のロマンに
浸る思いで、さらなるリサーチを
進めていくことにしました。
　六芒星のレイラインに関する

検証を締めくくるにあたり、伊勢
神宮と高野山の延長線に剣山が
繋がっているように、伊勢神宮と
石上神宮を結ぶ延長線上にも、
何か重要な史跡や指標となる聖
地がないかと、今一度、地図を
調べてみました。まず気が付い
たことは、日本神話において伊
邪那美命が葬られたとされる比
婆山が、その直線上の中国山地
に存在することです。標高
1264mの比婆山は、古くは出
雲の国と伯耆（ほうき）の国の境
目にある山として知られていまし
た。伊勢神宮と石上神宮という
日本書紀や古事記に記されてい
る古代の由緒ある神宮を結ぶ延
長線上に、国生みの神々の一人
である伊邪那美命の墓が存在す
るということは、偶然とは思えま
せんでした。この六芒星に繋が
る聖地が、四国の剣山だけでな
く、比婆山とも結び付いていたこ
とに、驚きを覚えました。
　伊勢神宮と石上神宮を結ぶレ
イラインには、再度山と比婆山
だけでなく、実はもうひとつ、極
めて重要な聖地が並んでいまし
た。それが国譲りの神である大
穴牟遅神（おおなむぢ）を祀る生
石（おうしこ）神社の石の宝殿で
す。日本三奇の一つに数えられ

ている石の宝殿は、高さ5.7m、
縦横7.2m、6.4mの巨大な建造
物です。社伝によると、神社の
創設は崇神天皇の時代まで遡り
ます。その時代はまさに元伊勢
の御巡幸が行われていた時であ
り、国難を乗り越えるべく、大切
な神宝を安全な場所に遷座し、
守護するために、様々な施策が
とられたのです。生石神社はそれ
ら神宝の行く末を占う象徴の奇
石と考えられます。六芒星頂点
の一つに位置する若宮神社も元
伊勢御巡幸の比定地であること
から、六芒星と生石神社が紐付
けられていることにもはや不思議
はありません。　剣山と伊勢神
宮を結ぶ線を発端に、高野山を
はじめとする様々な聖地が六芒
星の頂点に見出されました。そし
てその中心に存在する石上神宮
を通り抜ける仮想線は、和気清
麻呂と空海が拠点とした再度山
だけでなく、生石神社の石の宝
殿や比婆山とも繋がっていたので
す。そしてこれらは、すべて神宝
が絡む聖地であることを確信し、
その拠点の一つである再度山を
訪ねてみることにしました。その
登頂が、古代史のロマンを開花
することになるとは、夢にも思い
ませんでした。   （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

明けましておめでとうございます。皆さまにとって
素晴らしい１年となりますよう、お祈り申し上げます。
本年度の注意事項はズバリ、2つです。まず地震
科学探査機構によると、南海よりも関東の方が
先に巨大地震に襲われる可能性が高く、2018 年
初め、特に注意が必要とのことです。次に、最近
沈黙を保っている北朝鮮の動向にも注視が必要
です。このままでは核弾頭を搭載したミサイルを
保有するのは時間の問題であり、それを止める術が
ないのです。これらの問題を乗り越えていく勇気と
力、知恵が日本国民に増し加わりますように！

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/

送料無料
お買い上げ金額税込2,000円以上で

至
香
取

至 

成
田
市
内 野毛平工業団地入口

セブンイレブン

イオンモール成田

寺台インター

ショールーム地図
（ショールームでも購入可能）

日本全国
どこへでも

至 成田空港
5151

1年保証 ショールームでの試奏も可能です
※クラリネット、サックスはマウスピース、リードをご持参ください
※試奏できない商品もございます

検品・調整

調子：B♭
ラッカー仕上げ
1・3番トリガー

調子：B♭/F
メカ式ロータリー

太管タイプ

調子：B♭
樹脂製

可動式サムレスト

セミオート
樹脂製

フル装備

カバードキィ
洋銀製

銀メッキ仕上

安心

1
安心

2
修理
調整出荷時

1・3番トリガー1・3番トリガー

乾電池が
お買得!!

298円
198円
148円
148円

単1 
単2
単3
単4

4本入

4本入

10本入

10本入

マンガン
9V角形乾電池

今
だ
け
1
本39円

（
税
抜
）

税
抜

税
抜

税
抜

税
抜

本格的なラック
タイプセット。
設定も簡単で
すぐに音を出す
ことができます

サウンドハウス

国内最大規模の楽器・音響機器専門ネットショップ

www.soundhouse.co.jp
TEL:0476-89-1111  FAX:0476-89-2222
〒286-0825 千葉県成田市新泉 14-3

営業時間：平日10:00～18:00　
　　　　　土曜12:00～17:00　
休 業 日 ：日曜 / 祝日

2018年、音楽を愉しもう

9,980円

PTTR-200
税
抜

トランペット

4,980円

ST250II
税
抜

エレキギター

29,800円

PTAS-300
税
抜

アルトサックス

37,800円

PTTS-300
税
抜

テナーサックス

11,800円

RDH-05
税
抜

アコースティックギター

28,800円NP-32B 税
抜

電子ピアノ（スリムタイプ）

38,950円

電子ピアノ（スリムタイプ）

GO-61P 税
抜 31,070円B1-BK

電子ピアノ（スリムタイプ）
税
抜

10,800円

PTCL-700
税
抜

クラリネット

58,000円

PTOB200
税
抜

オーボエ

9,800円

PTFL-200 
税
抜

フルート

17,800円

PTSL300
税
抜

テナーバストロンボーン

7,980円

D4E Natural
税
抜

エレアコギター

29,800円

PDS-250
税
抜

電子ドラムセット

4,680円

PTUK350
Concert 
税
抜

ウクレレ

軽量ボディ
シャープな

トーン

76鍵 88鍵61鍵

ローズウッド指板
ドレッドノート

タイプ

電池不要の
シンプルな
コントロール

ソプラノより
一回り大きい

タイプ

クラリネット

円

フルート

PTAS-300

※管楽器・ギター・ベースが対象となります

大好評

管楽器

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▶下記番号まで電話連絡の上、履歴書持参ください

パ 1,100円～時
給

パ 1,000円～時
給

パ 1,000円～時
給

調理アシスタント
※シフト制・時間応談、経験者歓迎

レストランホールスタッフ

フロント受付スタッフ

※シフト制・時間応談

※シフト制・時間応談

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

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

1,852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

時間/9：30〜21：30

時間/16：00〜22：00

時間/9：00〜22：00

調理補助、キッチン業務全般

料理の配膳、ホール業務全般

電話対応、受付業務全般

アクアヴィル

四国剣山の「馬の背」 「象の背」と呼ばれる便石山の巨石
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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、郵送またはEメール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

▶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
▶休　日 ： 週休二日（シフト制）、年末年始休暇、有給休暇

▶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

サウンドハウスは多くの業務を社外に発注せずに社内で行うため、幅広い個性や経験を持つ人材を必要と
しています。それぞれの“らしさ”を発揮しながら、会社とともに更なる飛躍を遂げましょう。

サウンドハウスは、会社の成長を支える仲間を募集しています。音楽を身近に感じながら働ける

環境の中で、趣味や学校活動、サークル等で楽器や音楽を楽しむ人から、音響業者やプロ・

ミュージシャンまで音楽に携わる多くの人に感動と喜びを一緒に与えていきましょう。

環境の中で、趣味や学校活動、サークル等で楽器や音楽を楽しむ人から、音響業者やプロ・

ミュージシャンまで音楽に携わる多くの人に感動と喜びを一緒に与えていきましょう。

Support

Logistics

E-commerce

大好きな音楽と共に、自分らしく活躍しよう!

楽器・音響機器ネット通販大手のサウンドハウス　正社員・パート社員募集 勤務地：成田市野毛平工業団地

自分の経験と個性を活かせる多彩な職種があります！

※サウンドハウスWEBサイトの採用情報ページに詳しく掲載しております

▶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
▶休　日 ： 週休二日（シフト制）、年末年始休暇、有給休暇

▶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

SOUND
HOUSE

修理・返品受付、伝票処理、問合せ対応

楽器・音響機器サポートスタッフ

正 パ月給 22万円～32万円 時給 1,150円～1,350円

正 パ月給 22万円～32万円 時給 1,150円～1,350円 正 パ月給 22万円～32万円 時給 1,150円～1,200円

正 パ月給 24万円～35万円 時給 1,200円～1,500円

各種商品やブランドの拡販、受注・問合せ対応
楽器・音響機器アドバイザー

バナー作成、コーディング、WEB制作業務全般

WEBサイト制作スタッフ

梱包・ピッキング業務、倉庫整理など

物流スタッフ

オフィス・倉庫・関連施設の清掃業務

清掃スタッフ

時給 1,150円～1,200円パ

各種データ入力、伝票処理、問合せ対応

ネット通販事務スタッフ03

04

05

06

02

01
正 パ月給 22万円～32万円 時給 1,150円～1,350円

※サウンドハウスWEBサイトの採用情報ページに詳しく掲載しております


