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リゾート化された巨大ツーリストタウンには音楽がいっぱい！

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

テルアビブ諸事情‐ライブハウスが熱い！

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

リゾート化された巨大ツーリストタウンには音楽がいっぱい！

Part.IPart.IPart.II

　アメリカと連合軍がシリアを
空爆し、100 発以上のミサイル
を撃ち込んだ当日、アメリカと
友好関係にあるイスラエルにも
緊張が走りました。時を同じく、
ドイツから帰国する途中にイスラ
エルに立ち寄ることにしていま
した。30年ぶりに首都エルサレ
ムを訪ね、聖地の空気を肌に感
じながら、以前は行くことがで
きなかったテルアビブに足を運
び、昼はイスラエルの国立大学
の教授と面談をし、夜はテルア
ビブのライブハウスを視察しよう
と考えていたのです。もしかして
戦時体制に入ってしまうのか、と
も思える空爆のニュースにちょっ
とした不安を覚えました。
　以前イスラエルを訪れた時は、
入国する際に厳重なチェックを
受けました。あれやこれやと尋
問攻めにあい、ボディーチェッ
クにも時間がかかったことから、
今回もさぞかし厳しい対応にな
ると覚悟していました。ところ
が空港に到着してみると、びっ
くり！厳しい入国審査があると
思いきや、アメリカがシリアを空
爆した直後だというのに審査場
には小ぶりなブースがあるだけ
で、個人的に質問をされるだけ
で誰もがほぼ、簡単に通り抜け
ることができました。そして30
年前のテルアビブ空港とは様変
わりし、新設のベン・ガーオン
空港は巨大な国際空港に生まれ
変わっていたのです。海外からの
ツーリストに開かれたイスラエル
というイメージは想定外でした。
それで治安を保つことができれ
ば、言うことありません！
　残る心配は天候です。つい数
日前までは大雨の連続と聞いて
いたので、あらゆる状況を覚悟し
ていました。ところが、イスラエ
ルに到着してみると、なんと、雲
一つない青空が広がっているでは
ありませんか！しかも 4月だとい

うのに 27度の夏日であり、周り
を見渡すと、多くの方が Tシャツ
1枚に短パン、サンダルの姿です。
晴れ男として知られる筆者ではあ
りますが、イスラエルでも連日、
見事な快晴に恵まれたのです。

イスラエルでレンタカーを借りる！

　初日のホテルのみTel Aviv
のシェラトンホテルを予約したこ
と以外、イスラエルに到着する
まで、まったく旅の準備をして
いませんでした。空港に到着し
てからタクシーでテルアビブま
で向かい、それから色 と々考え
ようと思っていたのです。実際、
新空港の場所さえも確認してい
ませんでした。空港の案内所に
て、テルアビブからシェラトンホ
テルまでのタクシー料金を聞き、
イスラエルの通貨で130 シェケ
ルを USドルに換算してもらう
と、40 数ドルになるということ
でした。5000 円もかかるのか、
とその時初めて、空港からテル
アビブまでの距離がかなりある
ことを知りました。実際、直線
距離ではテルアビブの中心街、
地中海の海近くまでは15㎞程
あり、道路上の距離は 20㎞を
超えている訳ですから、5000
円という価格も納得できました。
　実は30 年ほど前、初めてイス
ラエルを訪れた際にはレンタカー
を借り、エルサレムや死海まで自
分で運転ながら、気ままにあち
こちに出向きました。よってイス
ラエルの交通事情は知らない訳
ではありませんでした。そこで急
遽、プランを変更してレンタカー
を借りることに決定！ベン・ガー
オン空港は巨大化し、レンタカー
の受付はすべて空港の2 階カウ
ンターにまとまっていました。幸
いにも米系のEnterprise のメン
バーでもあったことから、気軽に
英語で話かけて「予約がないの
ですが…」と聞いてみると、大き

いフルサイズの車
が1台だけ残っ
ているとのこと。
早速その車を借
り、自ら運転して
テルアビブまで
行くことにしまし
た。
　驚きました！ア
メリカでは JFK
ニューヨーク、ボ

ストン、シカゴ、ロサンゼルスなど、
大都市ならおよそどこでも運転
慣れしている筆者ですが、イスラ
エルのベン・ガーオン空港からテ
ルアビブまでの道のりは、一瞬
ここはアメリカか？と思えるほど、
すべてがアメリカ化されていたの
です。道路の幅もアメリカ並みに
広く、その造り、そして標識の
色、大きさ、文字の綴り方など、
まさに米系の設計者が描いたも
のに違いなく見えました。空港
からテルアビブをつなぐ高速道
路は無料であり、少なくとも片
側 4 車線あることから、とても
快適に運転できます。そしてスマ
ホの地図で目的地を検索した後、
ナビ通りに運転して20 分もする
と、地中海沿いのシェラトンホテ
ルに到着しました。まだ周囲は
明るく、爽やかな青空と美しい
地中海の光景、そしてインターナ
ショナルな巨大リゾート地が、目
の前に飛び込んできました。

若者の街、テルアビブは夜が旬！

　初めて見るテルアビブの街は一
言で、巨大なサンタモニカという
印象でした。ロサンゼルスの海
岸沿いの街、サンタモニカは延々
と続く広い砂浜と、サイクリング
コース、ピアにある遊園地、そ
して海岸沿いの様々なローカル
ショップやレストランが有名です。
テルアビブはそのサンタモニカを
更に巨大化した街の様相を呈し
ていたのです。砂浜も広く美しく、
あちこちにビーチバレーボール用
のコートや公園が造成されてい
ます。特筆すべきは野外ウェイ
ト・トレーニング用の施設が砂浜
に 2 か所設置されていたことで
す。フィットネス好きや、ボディー
ビルダーにとっては最高の環境で
す。また、見晴らし台も道路沿
いに何か所も設置され、緩やか
な高台をウッドデッキにして、庶
民の憩いの場となっています。
　道路沿いには5mから10mほ
どの幅がある散歩道が設けられ、
犬と散歩している人も多く、イス
ラエル人は犬好きであることが
わかります！子供と一緒の家族も
多数見受けられましたが、やはり、
若い人が圧倒的に多いようです。
また、ランナーも散歩道のあち
らこちらを走り抜けています。無
論、デートをしているカップルの
姿も多く、何でも自由な雰囲気

がテルアビブにはあります。気温
も27度という夏日であり、みな
さん、短パンやサンダルの軽装
です。もしかするとテルアビブと
いう土地柄、半数近くの人々は
旅行者なのかもしれません。
　海岸沿いにはホテルやレスト
ラン、ショッピング街が並び、ま
さに巨大サンタモニカと思える
ほど、その様相はアメリカ風そ
のものです。さらには大きなヨッ
トハーバーまであり、多くのプ
レジャーボートが停留していまし
た。それにしても、中近東の一
角であるテルアビブがここまで開
かれている様相は、当初、想定
していませんでした。それだけイ
スラエルが進化してきた証とも言
えます。若者の街、海外ツーリス
トの街、そして巨大なビーチリ
ゾートタウンがテルアビブなので
す。初めて出かける夜のライブハ
ウス巡りに、期待が弾みます。

アットホームな Levotin7

　テルアビブに来てわかったこ
とは、とにかく夜が遅いことで
す。何しろまず、夕食をとる時間
が遅いのです。6 時から食べる
人は少数派であり、8 時や 9 時
が当たり前の社会になっていま
す。よって、ライブハウスもおよ
そ人が集まるのは、早くても10
時くらいからであり、夜半過ぎ
に活況になるのが、テルアビブ
流です。初日、そうとは知らず、
夜の 9 時過ぎにライブハウスツ
アーをスタートしました。　
　まず最初に訪れたのが、地下１
FにあるLevotin7 です。道路
沿いのレストランと一体で経営し
ており、多くの若者が食事を楽し
んでいました。そのレストランの
真下がライブハウスの会場です。
様々なポスターに飾られた階段
を下りていくと、若い女性が一人、
カウンターに座っていました。千
円少々の入場用を支払って中に
入ってみると、その日はアコース
ティックのトリオということで、3
人が演奏していました。トークは
すべてヘブライ語のため理解でき
ませんでしたが、歌はすべて英語
のフォークソングでした。
　ベースはエレキだけでなくウッ
ドベースも使用し、Ampeg の
キャビネットにGallian Crueger
のヘッドがのせられていました。
卓はMIDAS 製、モニタースピー
カーはJBLを採用し、一流品が
勢揃いです。地下にある150 名
程度のキャパのライブハウスとし
ては、東京にある典型的なライ
ブハウスとほぼ同レベルの機材

を装備しています。しかも地下で
ありながら、そこにグランドピア
ノが置いてあるのには驚きまし
た。地下のライブハウスで、グラ
ンドピアノは見たことがありませ
ん。どのように持ち込んだので
しょうか。地下で組み立てたので
しょうか。数曲楽しんだあと、受
付のスタッフに挨拶をして、次の
ライブハウスを目指しました。

人気のパブ系ライブハウスYeoshua

　次は Levotin7 から 20 分程
のYeoshua（イェオシュア）と
呼ばれるパブ系のライブハウス
です。歩道沿いにはドリンク用
の席が設けられ、入りやすい雰
囲気です。日曜の夜ですが、バー
カウンター周りは人が一杯です。
50 坪ほどのスペースの中には
不思議にも、ビリヤードのテー
ブルを飲み物置き場に改造した
テーブルがありました。
　その正面には、およそ4m 四
方の小ステージがあります。ラ
イブハウスというよりも、バーに
付随する小ライブスペースと呼
んだ方が正しいのかもしれませ
ん。今回はドラム、キーボード、
アコギにエレキ、という 4ピー
スの編成です。ここでも歌われ
る曲は、およそ米系のポップ系
ミュージックであり、時折、客が
飛び入りで演奏することも許さ
れています。やはりイスラエルで
は、米系の音楽が若者にとって
は主流なのでしょう。ビールや
ワインを飲みながら、友人達と
がやがやと騒ぎ、ライブ演奏を
BGM として聞き入るには絶好
の場所のように思えました。

究極の地下ライブ Pasaz

　時差ぼけもあり、夜も更けて
きたことから最初の晩はあと、も
う一軒だけ回ろうと訪ねたのが
Pasazです。それが最強のライ
ブになるとは想像もしていません
でした。事前にホームページを見
て、ジミ・ヘンドリックスのコピー
バンドとして地元では絶大な人
気を誇る Voodoo　Love と
いう有名なバンドが登場すると
いうことで、とても楽しみにし
ていた場所です。
　店の前は、ちょっと怖い雰囲
気です。というのも道路際にはテルアビブの地中海沿い大通り

立見で観衆があふれる Pasaz



大きくグラフィティの落書きが
書いてあり、入り口が奥まってい
るだけでなく、暗いのです。し
かも地下に向かう階段は狭くて、
赤い照明だけの殺風景な雰囲気
です。そして地下 2 階としか思
えないほど、かなり階段を下り
なければなりません。日本人の
女性一人ではとてもではないです
が、行く気にはなれないでしょ
う。やばい雰囲気です！
　ところが、Pasazの会場に入っ
てみると、そこは正に中規模の
本格派ライブハウスでした。中心
には四角に囲まれたバーカウン
ターがあるだけでなく、その裏
にも別のバーカウンターがあり、
左右には別室のラウンジや遊び
場を兼ね備え、地下とは思えな
いほど、実はかなり大きなライ
ブの箱です。時刻はちょうど夜
の11時を回ったところで、会場
はざっと見、200 名は超える観
衆が詰めかけていました。立ち
見のステージ前のスペースが、ほ
ぼいっぱいになる程です。これ
だけのファンが集まるということ
は、相当な人気を誇る有名バン
ドに違いなく、期待が高まります。
　ステージの横には DJ が卓1
台とCD 系プレーヤー2 台に照
明コントローラーを駆使して、パ
フォーマンス前の前座を仕切って
いました。会場をくまなく歩い
てはみたものの、どこにもミキ

サールームらしい場所が見当た
りません。かといって、この DJ
が音響を操作しているようにも
見受けられません。込み入った
構造の地下ルームであるだけに、
どこかに隠れ家のような PA
ルームがあるに違いないのです
が、ライブハウス全体が暗いた
めに探すのは断念し、バンドの
演奏に聞き入ることにしました。
　そこで目の当たりにしたのは、
これまで見てきたジミ・ヘンド
リックス系のバンドとしては、間
違いなく過去最高の 3ピースバ
ンドでした。とにかくギタリスト
の歌と演奏がうまい！ジミヘン
を彷彿させるのりとテクニック
は、まさにトップクラスであり、
リズムセクション側の演奏も素
晴らしかったです。無論、観衆
も、のりのりだし、会場は興奮
した熱気に包まれました。超絶
ギターテクニックを披露してくれ
たVoodoo Love に乾杯！
　とは言え、いいことづくめでは
ありません。まず問題は、空気
が最悪なことです。テルアビブに
ある公共施設は屋内禁煙が殆ど
ですが、Pasaz は正に別世界で
す。地下室のため換気がまとも
に整備されていないだけでなく、
大勢がたばこを吸っているとい
う、ここ最近では珍しい風景です。
それだけならともかく、中にはマ
リファナを吸っている客もおり、
70 年代のアメリカにおけるコン
サート会場を思い出しました。そ
して最悪なことに、ちょっと一息
つこうと壁ぎわの椅子に腰かけ
てしまったのです。何と、そのプ
ラスチック製の椅子の座面には、
あろうことかビールがたまってお

り、ズボンと下着までがあっとい
う間に、びしょびしょになってし
まったのです。「参った！」さす
がジミヘンのコンサート、感動の
演奏にもらしてしまったと言わん
ばかり、ズボンも臭くなり「滲み
変！」ここで眠気も襲ってきたこ
とから、初日は撤退することにし
ました。それにしても最高のライ
ブと臭いズボンをありがとう！

ミュージシャンのたまり場 Zone!

　翌日の夜は、オフィス街地区の
Zone へと足を運びました。宿
泊しているホテルから、てくてく
と歩いておよそ20 分。Google 
map を見ながら、ピンポイント
で場所へ辿り着けるはずなので
すが、道路は行き止まりになり、
場所がわかりません。その周辺
はこれまたグラフィティ、落書き
だらけで、アメリカの若いギャン
グ集団がたむろっているちょっ
と怖い街中が思い起こされます。
Pasazと同様、女性一人では怖
くて行けない場所だと思いまし
た。そしてきょろきょろと見回す
と、壁そのものに Zoneと書い
てある建物が目に入り、狭い入口
を、勇気を振り絞って入ってみる
と…　中には誰もいないのです！
Classic Rockのセッションが
あるとホームページに書いてあっ
たことから期待して歩いてきたの
ですが、がらんどうのライブハウ
スに辿り着いてしまったようです。
　しばらくすると、奥のキッチン
の方から若いスタッフが出てきた
ので聞いてみると、通常は夜の
11時くらいからお客さんが来始
めるとのこと。また、オーナーも
演奏するので、来た人が適当に、

セッション感覚で一緒に演奏して
いるということでした。それにし
ても11時は遅い！それでは次の
店に行けなくなってしまいます。
そこでライブは観れずとも、ハウ
ス内をしっかりと見学して、次の
店に行くことにしました。
　ライブの箱としては、Zone
は立派です。奥のステージもき
ちんとできあがっており、照明や
ミキサー卓もしっかりと設置され
ています。客席にはベリンガーの
Euro8000と呼ばれる大型の卓
の上にガラスをはって、それをテー
ブルにしてみたり、興味深いポス
ターが壁にたくさん飾られていた
りと、随所に面白い工夫が凝ら
されています。ちなみにロックの
セッションはステージでは行わ
ず、客席側のスペースにドラムと
アンプを置いて、みんながバンド
を囲むように座りながら楽しむ
ということでした。よって、お店
の中心にドラムとアンプ、ギター
が横たわっていました。音楽好
きが集まる、というのもわかる
気がします。時間があれば、セッ
ション、見たかったです！！

飛入りOKの Mikeʼs Place

　最後に訪ねたのが、地中海の
海岸に面したMike’s Placeと
呼ばれるスポーツバーです。奥に
は小ステージがあり、日曜の夜
はアコースティックのセッション
ということで、楽しみにしていま
した。蓋をあけてみると、アコギ
の弾き語りを得意とするミュージ
シャンが、それぞれマイギターを
持ち込み、何曲か披露する、と
いうスタイルのプログラムでした。
また、時にはギターを弾かない

女性のために、他のプレーヤー
がアコギで伴奏を弾いてあげる
というシーンもあり、温かな雰囲
気に包まれていました。しかし日
曜の夜の11時過ぎでもあり、客
足は伸びず、なんとなく停滞し
ていたようにも思えたことから、
チャンスがあれば自分も弾きがた
りで歌ってみたかったが、いやい
やここはテルアビブ、「控えよ！」
という思いが生じ、何も演奏せず
撤退することにしました。
　2日間の夜にわたるライブハウ
スの旅でしたが、テルアビブの音
楽シーンを知るという意味におい
て、とても有意義でした。しかも、
それらライブハウスの全部を徒歩
でマップを見ながら探し歩いたこ
とから、テルアビブ中心地周辺の
夜の様子を、多少なりとも知るこ
とができたように思います。テル
アビブは若者で賑わう街でした。
昼は海岸通りを中心に若い人であ
ふれかえり、夜になると、街中の
繁華街が特に若い人でいっぱいに
なっている場所がいくつも目につ
きます。海外から大勢のツーリス
トが訪れる国と場所だけに、国際
的な感覚にあふれたテルアビブを
通し、昨今のイスラエル風土が少
し理解できたとも思えます。音楽
の文化は世界共通です。その歴
史の流れを再確認することがで
きたテルアビブ・ライブハウスへ
の旅に、「乾杯！」（文・中島尚彦）   
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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
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♦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～

■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。 

露天風呂から田園風景を眺め心身共にリフレッシュ露天風呂から田園風景を眺め心身共にリフレッシュ

癒しの天然黒湯

www.yamatonoyu.com

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 : 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）

♦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　

一白水成 純米吟醸 山田錦
鳳凰美田「芳」純米吟醸
木戸泉アフルージュ マシェリ

フィットネスジム

●

●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

一合     900円

一合 1,000円

一合 1,800円

洛山晃「地域限定ワイン」（赤）
中央葡萄酒「グレイスカベルネ・フラン」（赤）
都農ワイン「シャルドネ・エステート」（白）
ココファームワイナリー「月を待つ」（白）

3,500円

9,000円

3,400円

5,000円

ワイン & 日本酒
特選フェアー

寿司職人が握る
こだわりの一貫

入梅いわし.............600円
初かつお刺身......600円
イサキ姿造り.......980円

季節のお薦め

※上記のご注文で、肴（酒菜）サービス致します。 T EL

※小学生 : 30

入館

900円

1,000円

1,800円

3,500円

9,000円

3,400円

5,000円

日本酒

上記のご注文で、肴（酒菜）サービス致します。

典型的な倉庫型ライブハウスの ZONE 飛び入り何でも OK の Mike's Place



　近頃電車の中を見渡すと、様
子が変わってきているように思
います。以前は乗客の多くがス
マホでニュースを見たり、アプリ
のゲームをする人がほとんどで
したが、スマホから音楽を聴い
ている人も増えているようです。
手軽に音楽を楽しめる定額配
信サービスが人気で全世界の数
千万もの楽曲をいつでも聴くこ
とができる時代です。実にイイ
時代です。何がイイって、音楽や
情報に満ち溢れているコト自体
です。私たちの若い頃、音楽と
の付き合い方はどんな感じだっ
たでしょうか。（ここからは遠い
目…できればご一緒に。）

青春時代に聴いた音魂

　今から、35 年前。中学生の
頃。当時、音楽を楽しむ手段は
ラジオと、それを記録するカセッ
トテープだけでした。それでも
音楽には、泣ける歌詞、魅力的
な声、感動的なメロディ、カッ
コいいリズム、ワクワクする躍
動感、衝撃的な表現など、さま
ざまな要素が詰まっていました。
そんな音楽に感受性豊かな若い
私は大いに刺激を受けました。
中学生～高校生の時に聴いた音
楽は、今の自分の糧になってい
ると言っても過言ではないほど。
そのことからも、多感な時期に
たくさんの音楽を聴くべきとい
う持論が生まれました。たくさ
んの音楽を聴いた経験は音楽を

楽しむ尺度になり、その尺幅が
長ければ長いほど、より幅広い
音楽に触れられると思っていま
す。音楽の好き嫌いがなくなっ
ていくということかもしれませ
ん。音楽好きの仲間との共通言
語も増えていきました。何より
仲間や友人が増えました。
　当時、私の周りにあった情報
収集元は、少ないながらもこん
な感じでした。まず、よく聴い
たラジオ番組は FM 局の「軽音
楽をあなたに」「クロスオーバー・
イレブン」「サウンドストリート」。
どの番組も良質なポップスと
ロックを流してくれました。そし
て、TV 番組は「ぎんざ NOW!」

（確か木曜日が洋楽特集）、千葉
テレビの「テレジオ 7（司会はユ
ウちゃん！）」も曜日を決めて洋
楽を特集していました。「テレジ
オ 7」の始まる5 分前には千葉
県が誇るロック・ミュージシャン
のジャガーさんが番組を持って
いました。音楽雑誌は音楽専科、
ミュージックライフ。

先輩という音楽情報源登場！

　TV にしろ、ラジオにしろ、
音楽雑誌にしろ、当然ながらメ
ディアからは一方的に情報が流
れるだけです。そんな時に音楽
の楽しさをさらに教えてくれた
のは、学校の同級生や先輩た
ち。私の周りには嬉しいことに
ロック好きの先輩がたくさんい
ました。10 人いれば、文字通

り十人十色の好みがあります。
レッド・ツェッペリンやディー
プ・パープルといったハードロッ
クが好きな先輩、クイーン、エ
アロスミス、キッスといった当
時ロック御三家と言われたバ
ンドが好きな先輩、EL&P、イ
エスやピンク・フロイドといっ
たプログレッシヴ・ロックが好
きな先輩、RC サクセションや
YMO といった日本のロックが
好きな先輩、高中正義やカシオ
ペア、プリズムといったフュー
ジョンが好きな先輩などなど。
それぞれ熱く語りながらオスス
メのアーティストを教えてくれ
ました。手段はレコードの貸し
借り、もしくはカセットテープ
へのダビング。レコードは学生
の時分には高価なものだったの
で、貸してくれる先輩は、あり
がたいものでした。先輩の熱い
解説付きだし！
　素晴らしい音楽と出会う→真
似してみたい→楽器を練習→バ
ンドを組んでみたい。趣味は少
しずつ立体的になります。楽器
をはじめバンドを組む先輩もい
ました。影響されて私も楽器を
始めました。バイトをして楽器
を買い、初めて出した音に感動
したのを今でも覚えています。

音楽好きの仲間たちはどこへ？

　幸いにも、私は今でもバンド
活動を続けていますが、当時一
緒に演奏していた先輩、友達の

バンド仲間は少しずつ音楽から
離れて行きました。就職、結婚、
引越し、出産、人生には節目が
あり、その都度「もう、音楽（バ
ンド）は卒業だよ」という悲し
くなるセリフをたくさん聞きま
した。でも、大人になってから
戻ってくる人もいます。CD は
昔ほど売れなくなっているよう
ですが、「これは明らかに自分
たちの世代に向けたものだ！」
というアルバム未収録の音源を
集めたアウトテイク集、さらに
当時は公開されなかったり、特
定の国のみで放送された映像
をパッケージにした商品がデ
ラックス盤として再発されてい
たりします（高価で、完全大人
向け商品です）。また書籍も当
時のものが復刻されたりしてい
ます。楽器もアーティストのシ
グネチャーモデルが発売され、
全盛期のロックをそっくりその
まま再現するトリビュートバン
ドにも注目が集まっています。
昔のバンドキッズに向けて、バ
ンド演奏ができるセッション・
バーも増えてきました。確実に

昔の音楽が形を変え、リバイバ
ルされています。
　ある日、CD ショップで偶
然、中学時代の先輩と再会しま
した。先輩は照れつつ「いやぁ、
やっぱり昔聴いた音楽は忘れら
れなくてね～」と言いながら「お
まえは何を買ったの？」と私の
買い物袋を覗き込みました。「俺
はこれ。先輩は？」「お、いい
ねー。名盤だね。俺は定番のこ
の 2 枚だよ。あはは。」「その
CD、先輩に一番はじめに借り
たレコードじゃないですか！」「そ
うだっけ？これ貸したんだ？懐
かしいな」その時、2 人の間に
は共通の音楽が流れ、中学生の
あの頃にタイムスリップしていま
した。    （文・なかじまやすお）
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Furniture House

平日10:00～18:00 / 土曜12:00～17:00営 業 時 間

TEL：0476-24-5111
FAX：0476-24-5112

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㎝

RC27WH
21,800円21,800円

RC35
29,800円29,800円

RC18BK
15,800円15,800円

RC37KH
39,800円39,800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

SM62B/Suara29
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
■45×41×100㎝

■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
■80×112×99.5㎝

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
■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

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

〒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2018年4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。

限定
4台!

限定
4台!

限定
4台!

限定
4台!

限定
4台!

限定
4台!

限定
3台!!!

売切
御免

特価
満載

開
催
中GGGWWWW特別セ特別セーー特別セー特別セ ルルールーGW特別セールGGGGWGWGWWWWWWゴールデンウィーク

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）

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

4月の中旬、ドイツで開催された展示会に参加
した後、イスラエルに向かいました。ふと気が
付くと、前回の旅から30年以上の年月が経ち、
その間に空港は巨大化され、テルアビブへの
幹線道路は「ここはアメリカ？」と思えるほど
広 と々していました。4月17日は戦時中の迫害に
よる死者を弔うメモリアルデーにあたり、エルサ
レムの「嘆きの壁」で催される国家特別集会の
様子を偶然にも見ることができました。そして
夜8時にはサイレンが国家中に響きわたり24時間
の喪に服す時を体験することができました。

編 集 後 記

NCJ編集長　中島 尚彦
WEBサイト案内
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/

音楽好きの仲間（先輩）たちはどこへ？

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

音楽は世につれ、人は音楽につれ

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

音楽好きの仲間（先輩）たちはどこへ？

Part.IPart.IPart.II

なかじまやすお
小学生の時にクイーンのボヘミ
アン・ラプソディを聴いて洋楽
に目覚める。ほうきをマイクス
タンド代わりに物まねをして
いた恥ずかしい青春。いまだに
ロックを卒業できないことに誇
りを持つ。現在、サウンドハウ
スにて、音楽コラム「不思議な
音楽たまて箱」を連載中
www.soundhouse.co.jp/contents/feature/
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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）株式会社 サウンドハウス

サウンドハウスは全国の音楽を愛する皆様に、 あらゆる楽器・音響機器をお届けする国内

最大級のネット通販ショップです。 スマホアプリやLINEなど、 新しいメディアにも挑戦。  

「すべては、 みんなの笑顔のために!」 の想いを込めて、 様々なカタチで日本を元気にします！

ゴールデン・ウィーク。

みなさんはどのように過ごしますか？

遠出をする人、仲間と再会を楽しむ人。

家族との時間を大切にする人。

ラジオからは楽しげな音楽が流れ

イベント会場には響きわたる生演奏。

ウキウキする音楽が街中に溢れます。

そんなシーンのどこかに

サウンドハウスはいます。

ずっと音楽と

楽しい想い出がみなさんに訪れますように

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

E-mail

郵 送

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。

応 募 方 法

▶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

　　　　　 温泉無料優待（家族含む）、サークル活動支援 など

正社員・パート社員募集

※Eメールで送る場合はPDF・Excel・
　Wordにてお願いします

勤務地：成田市野毛平工業団地

自分の持ち味を発揮できる、多彩な職種があります!

顧客サポートスタッフ
正

パ

みなし残業手当45時間分含む みなし残業手当45時間分含む みなし残業手当45時間分含む

募集内容は弊社WEBサイトに
詳しく掲載してます

WEB制作スタッフ

梱包・軽作業スタッフ

データ処理事務 音響機器修理スタッフ

倉庫管理兼ドライバー電気主任技術者

月給 27万円～37万円

時給 1,200円～1,600円

販売計画の立案・実行、顧客からの
注文・問合せ等の対応など

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

本社や関連施設における電気設備の
保守点検・緊急対応など

楽器・音響・照明機器の修理・検証・
メンテナンスなど

2t・4tトラックにて、関東近郊への配送
業務/倉庫での入出荷作業。 夜間なし

本社物流倉庫にて取扱商品の梱包・
ピッキング業務、倉庫整理など

正

パ

月給 27万円～37万円

時給 1,200円～1,600円

正

正 パ

みなし残業手当27時間分含む みなし残業手当27時間分含む

月給 35万円～40万円

正社員 パート社員

パ 時給 1,150円～1,400円

正

パ

みなし残業手当27時間分含む
月給 23万円～28万円

時給 1,200円～1,600円

各種データ入力、発注・納期の管理
伝票処理、問合せ対応など

正

パ

月給 27万円～32万円

時給 1,200円～1,450円

正 月給 33万円～37万円

必要資格：第三種 電気主任技術者 必要資格：中型免許以上 （大型免許優遇） 梱包、ピッキング業務の経験者優遇
応募フォームもあります

https://recruit.soundhouse.co.jp

こちらの
QRコードより
ご覧になれます

1日5時間より応相談


