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古代の英知が随所に秘められた由緒ある名山

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

美しき霊峰筑波山の魅力
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古代の英知が随所に秘められた由緒ある名山
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　茨城県つくば市近郊に聳え立
つ筑波山の標高は877m。その
頂上は男体山と女体山とに分か
れ、筑波山神社の境内地として
も知られています。広大な関東
平野の北方、霞ケ浦から見て北
西に位置する筑波山と成田の距
離は50㎞少 あ々りますが、その
間には平坦な地勢しかないため、
天気が良く空気が澄み切った日
には、成田からでも山の姿をそ
のままくっきりと眺めることがで
きます。筑波山の頂上からは広
大なパノラマビューを楽しむこと
ができます。富士山や伊豆諸島
大島の三原山を見渡すことがで
きるだけでなく、その西方には甲
武信ケ岳と金峰山、北西には榛
名山、北側には那須岳を遠くに
望みます。また南西方向には鹿
島神宮の聖地が目に入ります。
　筑波山は日本百名山のひとつ
としても名を連ねています。そ
の標高は百名山の中で最も低い
877mですが、関東平野内に聳
え立つ名山として、誰もが一度
は目にする山であり、朝夕に山
肌の色を変える山として「紫峰」
の名でも知られています。だか
らこそ、「西に富士、東に筑波」
と古くから称され、富士山と対
比されるようになったのでしょ
う。よって古来より筑波山には
人々が集い、神を祀り、時には
歌い踊り、豊穣を大勢で祝う行
事が行われてきたのです。筑波
山こそ、日本百名山にランクイン
されるにふさわしい霊峰です。

庶民から愛される筑波山

　今日、筑波山と言えば、その麓
にある筑波山神社が有名であり、
連日、大勢の参拝客が訪れてい
ます。その境内には樹齢年800
年とも言われる大杉が存在しま
す。幹の円周は約10m、高さは
32ｍにもおよび、ご神木として
今日まで大切にされています。神
社の境内そばからは、山の頂上

に向けて全長1634mのケーブル
カーが高低差およそ500ｍを行
き来しています。ケーブルカーは
筑波山頂上に近い男体山（標高
871ｍ）の近くが終点となってい
ます。その東側には筑波山の頂上
となる女体山（標高877m）があ
り、山の麓東側からロープウェイ
が頂上との間のおよそ1.3㎞を高
低差300mにかけて行き来して
います。男体山、女体山とも頂上
には神社があり、双方とも麓から
自らの足で登山してきた方々や、
ロープウェイ、ケーブルカーを使っ
て頂上近くまで来た方々が参拝
するために集います。日本百名山
の中でも、頂上までのハードルが
最も低い山であることが、人気の
秘訣と言えそうです。（地図）
　登山道は筑波山の頂上に向け
て、主に3つの山道が整備され
ています。筑波山神社からはケー
ブルカー沿いの山道となる「御
幸ヶ原コース」が男体山頂上そば
の美幸ヶ原までつながり、女体山
に向けては「白雲橋コース」が存
在します。また、山の東方にある
ロープウェイの始点からは女体山
頂上に向けて「おたつ石コース」
と呼ばれるコースも整備されてい
ます。その他、男体山近くの御
幸ヶ原と女体山頂を結ぶ短い山
道もあり、さらには筑波山頂駅の
御幸ヶ原からは男体山頂上周辺
をぐるりと一周できる自然研究路
とよばれる山道が整備され、磐
座や植物を観察できるようになっ
ています。これらの山道はいずれ
もきれいに整備され、比較的穏
やかな斜面が連なっていることか
ら、登山の初心者にもおすすめで
きるのが筑波山の魅力です。

筑波山は「岩の博物館」

　筑波山はパワースポットとして
も有名です。山全体が筑波山神
社の御神体となっているだけでな
く、頂上から山腹の至る所に磐
座があり、古くから人々 が神を祀っ

ていた痕跡を今
日でも見ること
ができます。最
も注目したいの
は、男体山頂
上近くにある立
身石です。自然
研究路沿いにあ
り、山道の入り
口がわかりづら

いことから訪れる人はまばらです
が、これこそ、筑波山が誇る最大
のパワースポットです。この場所
で親鸞が念仏を唱えて餓鬼救済
を実現したという言い伝えがある
だけでなく、間宮林蔵が武士とし
て身を立てる誓いを立てた場所で
あることから、立身石と言われる
ようになりました。その岩の見事
な形状は、正に磐座と呼ばれる
のにふさわしく、その頂点からは
筑波山からの西方を一望できま
す。また、この自然研究路沿いに
は、大石重ねと名付けられた場所
もあります。筑波山神社で清めら
れた小石に願い事を書き、この
場所に置くことにより成就すると
言われています。

　男体山そばの御幸ヶ原と女体
山を結ぶ山道の途中には「ガマ石」
があります。一見、ガマガエルの
ように見える岩の合間がカエル
の口のように見え、そこに小石を
投げて岩の上にうまくのると、金
運などの御利益があると伝えられ
ています。女体山の頂上から下る
山道、白雲橋コース沿いにも多く
の巨石が連なり、その多くが奇石、
磐座として人々 から崇められてい
ます。頂上から山道を下りていく
と、まず、横から見たると大仏様
のように見える「大仏岩」に出会
います。そして安座常神社で祀ら
れている「屏風岩」、天に聳え立
つ「北斗岩」と続き、その後、「裏
面大黒」、「出船入船」、「陰陽石」
と呼ばれる巨石が連なります。ま
た、巨大な岩の下にぽっかりと空
間が空いている岩場もあり、「母
の胎内くぐり」と命名されていま
す。さらに巨石の合間に石段が
造られた「高天原」と呼ばれる岩
場もあり、そこには参拝する神殿
も設けられています。これら一連
の巨石群の最後には、「弁慶七戻
り」と呼ばれる、巨石が山道の両
側の石の真上にのっている光景が
目に入ります。今にも落ちそうな
巨石を見て、あの弁慶さえも7回、
右往左往したのでしょうか。
　それにしても豪快な岩場の連
続に感動を覚えないわけにはい

きません。パワースポットなる磐
座の連続に、きっと誰もが山道
を楽しんで下りてくることでしょ
う。これぞ、筑波山が「岩の博
物館」と呼ばれる所以です。そ
して最後に筑波山神社の境内ま
で戻ってくると、そこには大杉が
存在します。樹齢年800年とも
言われ、幹の円周は約10m、高
さは32ｍにもおよびます。筑波
山神社のご神木として、今日ま
で大切にされています。

筑波山神社の由緒と重要性

　筑波山神社は筑波山を御神体
なる霊峰として仰ぎ、その歴史
は日本の国生みの時代まで遡り
ます。筑波山神社の御祭神は日
本書紀や古事記に記されている
国生みの神である伊弉諾尊（筑
波男大神いざなぎのみこと）と
伊弉冉尊（筑波女大神いざなみ
のみこと）です。二神が結ばれ
て神々を生み、それが国生みに
つながったことから、夫婦和合
や縁結びをはじめとし家内安全、
国家の安泰に至るまでのご神徳
を筑波神から受けるため、今日で
も多くの人々 が参拝に訪れます。
年中行事の中には稲作文化を中
心とする農耕文化と国家の安泰、
そして豊穣を祀る祈年祭が例年2
月に催され、皇霊殿遥拝式や新
嘗祭（にいなめさい）、大祓の行
事などが古くから執り行われてい
ます。また、皇族の参拝もある
ことから、皇室との深いつながり
を察することができます。
　筑波山は古くから国内屈指の
霊峰として、その存在は語り継が
れており、万葉集にも「神代より
人の言い継ぎ」との記述がみら

れます。また、古代より国生みの
神である伊弉諾尊と伊弉冉尊の
二神が御祭神として祀られている
ということは、筑波山神社の創
建に、この二神が絡んでいたこと
によるものでしょう。由緒の沿革
によると、国生みの時代、大八
洲国（本州）が見いだされた際、
二神はその「東方霊位に当る海
中に筑波山を造り得て降臨」さ
れました。つまり島 を々船で回り
ながら、指標となる山 を々海辺か
ら望んでいる際、筑波山がひと
きわ目に留まり浮かび、そこを古
代の拠点と定めたのです。そして
山頂が2つに分かれることから、
男女二柱の神々が男体山、女体
山の本殿それぞれにおいて崇め
られるようになり、その麓には拝
殿も造られました。こうして創始
者である「いざなぎ、いざなみ両
神」が筑波神となったのです。
　筑波山は古代より重要な位置
づけを占め、歴史に名を遺す多
くの皇族や豪族が筑波山に立ち
寄り、そこで先代の神々を拝し
ました。そして神武天皇の時代、
筑波山神社の男体女体両宮が創
祀されることとなります。その
後、紀元前１世紀、元伊勢の御
巡幸がはじまろうとする直前の
時代では、日本の古代宗教に多
大なる影響を与えた物部一族が
筑波山の重要性に着眼し、そこ
で社を改めて造営し、管轄する
こととなりました。由緒によると
第10代崇神天皇の時代、物部
一族の筑波命が筑波国造となり、
それ以降、大化の改新に至るま
で、筑波一族が筑波山神社の政
を取り仕切るようになります。
　当時、倭国の内政は乱れ、海
外からの侵略のうわさも絶えず、
神宝を外敵から守ることが急務と
された時代です。第12代景行天
皇の御代、倭姫命から神宝を託
されて征伐に出向いた武人である
日本武尊は、東征の途中で筑波
に立ち寄ったことが古事記に記さ
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れています。日本武尊が筑波山に
足を運ぶこと自体が、何かしら筑
波が重要な位置づけにあったこと
を裏付けていますに違いありませ
ん。そして東征からの帰路にて日
本武尊は、「新治（にひばり）筑
波をすぎて幾夜か寝つる」と歌を
詠まれたのに対し、火ともしの翁
が歌で応えたことが連歌の起こり
となり、そのやりとりが「つくば
の道」という連歌として、後世に
その名を残すことになります。
　また、「常陸風土記」には筑波
神と祖神尊に纏わる話や、多く
の人々が筑波神の元を訪れたこ
とが記載されています。そしてい
つしか筑波山にまつわる歌も詠
まれるようになりました。それら
が万葉集や古今和歌集の名歌と
しても知られるようになったので
す。奈良時代、万葉集には筑波
山の魅力が筑波の歌二十五首と
して記載され、常陸国生粋の霊
峰としてその名を世間に知らしめ
るようになります。そして後醍醐
天皇の時代では、古今和歌集に
「さざれ石にたとへ筑波山にかけ
て」と詠まれ、筑波山が皇族の
誉大を象徴する霊峰として、篤く
崇敬されていたことを偲ばせてい
ます。筑波山は、古代より神聖
な山として知られていたのです。

筑波山が霊峰なる所以

　日本では古くから山に登り、
神 を々拝むという風習がありまし
た。これは「高い山に神が住まわ
れる」、という信条を携えて西ア
ジアから日本列島に渡来してきた
古代イスラエル人の影響を受けて
いるのかもしれません。いずれに
しても、山岳信仰の対象となる山

はいつしか庶民の間でも知られる
ようになり、列島各地において多
くの人々 が神と出会うために山に
登ることとなります。信仰の対象
となる山は霊峰とも呼ばれるよう
になりました。そこで神が祀られ、
時には山全体が御神体とされる
場合もあり、神聖な場所として崇
められるようになったからです。
　古代、聖別された霊峰として認
知されるには、いくつかの条件が
あったと想定されます。まず、山
の頂上で神を祀ることが重要視さ
れたことでしょう。日本の建国に
携わった先代の人々 は、神からの
宣託を受けた預言者イザヤの導
きにより、西アジアより船を用い
て神が示された「海の島 」々、「東
の島 」々を東方に探し求めた結
果、日本に到来したと考えられま
す。イザヤに与えられた預言の中
には、島 へ々のメッセージだけで
なく、同時に高い山に神様がお
られる、という主旨の言葉が繰り
返されています。よって、古代の
渡来者はまず、列島内において高
山をくまなく見出し、その中から
神を祀るにふさわしい山を特定し
ようとしたのではないでしょうか。
こうして選別された山 に々は、そ
の麓に社が造営され、頂上にお
いても神が崇め祀られたのです。
　次に、列島内の指標となるべく
高山であり、海上からでも頂上を
見つけることができることが、霊
峰となる条件のひとつとして重要
視されたと考えられます。つまり
霊峰とは、探しづらい山地の奥
に存在するのではなく、むしろわ
かりやすい場所にあることが重
要だったのです。船の上から山頂
を遠くに見ることができることか

ら、その山の位置を綿密に計算
し、そこへ迷わず向かうことがで
きたのです。それは山の頂上から
逆に海原を見渡すことができるこ
とをも意味していました。よって
すなわち、海から仰ぎ見ることが
できる高山であることも、古代で
は霊峰となる条件だったのです。
　また、その山の頂上には磐座
が存在することも重要です。何
故なら古代の渡来人は「神は岩」、
「岩なる神」という信仰をもって
おり、霊峰の聖なる岩に神が住
まわれる、と考えられていたから
です。すると、活火山である富
士山は偉大な山ではありますが、
噴火も多く、岩場がほとんど存
在しないことから、古代の霊峰
というよりもむしろ、日本最高峰
の指標として重要な位置づけを
もっていたと考えてもよいかもし
れません。山頂で神を祀るために
も、そこに巨石があり、その場所
が清められた磐座であることが
古代では重要視されたようです。
　また、山の頂上が他の山々や、
半島や岬、湖などの自然の地勢
と結び付けられ、1本の直線を
成すレイラインと呼ばれる架空
の一直線上に紐づけられること
も、古代では重要視されていたよ
うです。同一線上に複数の聖地
や霊峰が並ぶことにより、地の力
によって相互が結び付けられ、互
いの力を共有できるようになる
と考えられたのではないでしょう
か。筑波山を通りぬけるレイライ
ンを検証すると、筑波山が富士
山、月山、白山、息吹山、剣山、
御嶽山などの著名な霊峰だけで
なく、記紀にも記されている宗像
大社や石上神宮ともつながってい

ることがわかります。また、鹿島
神宮から見ると、筑波山の頂上は
夏至の日の入りと重なり、室戸岬
からは夏至の日の出方向と重なり
ます。つまり霊峰と呼ばれる条件
としては、山頂と山腹にて神が祀
られていること、山頂に磐座があ
ること、山の頂から海原が見える
こと、そして他の聖地や霊峰と直
線上でつながっていることの4つ
があ挙げられるのです。
　これらの条件を満たす霊峰を
振り返ってみましょう。まず、日
本三霊山としては、富士山、白
山、そして立山が知られています。
また、ごく一般的に七霊山と呼ぶ
場合には、それら三霊山の他に、
石鎚山、大山、釈迦ヶ岳、大峰山（山
上ヶ岳）が名を連ねます。七霊山
の定義は決まったものではなく、
釈迦ヶ岳の代わりに月山を加えた
り、白山の代わりに御嶽山が入っ
ていることもあります。石鎚山は
瀬戸内海から頂上が見えるだけで
なく、記紀にも記されている由緒
ある山です。大山は日本海側に

面し、出雲に近い高山として重要
な位置を占めるだけでなく、その
頂上からは四国の石鎚山や剣山
を遠くに望むことができます。し
かしながら釈迦ヶ岳と大峰山は
修験道のメッカとして由緒ある歴
史をもつものの、海上から見渡す
ことが困難なほど、吉野の奥まっ
た場所に位置しています。よって
これら2つの山は、古代の霊峰
という位置づけからは古代、、は
ずれている可能性があります。ま
た、前述したとおり、富士山も別
格に考えてよさそうです。
　その代わりに霊峰として推奨
されるべく大切な山が4つあり
ます。まず、四国の剣山があげら
れます。西日本で2番目に高い
標高を誇り、国生みの始点となる
淡路島から見える最も高い山で
す。しかも瀬戸内海、紀伊水道
からも頂上が見え、またその頂
上からは熊野の山々だけでなく、
太平洋も見ることができます。そ
して剣神社が山腹にあり、頂上
においても宝蔵石にて神が祀ら
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トリップアドバイザー
2018年エクセレンス認証

極上の天然黒湯

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（大人同伴の場合）

800円

　1,000円

［平日］  

［土日祝］
営業時間
10 :00 -22 :00

※年中無休
（全館禁煙）

●

●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▶

成田市街▶

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

Life Fitness製マシン
12台、9mのプール。
運動を通じて身体と
心をリフレッシュ

♦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

......（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 &ジム
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。 

♦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　

フィットネスジム+プール 入
館
料

大人気

｢粋｣なおもてなしと

寿司職人の技

極上 天然黒湯
自然とお湯がとけあうやさしさ

旬の魚を仕入れ、
お待ちしております

生牡蠣 ............................600円

あんきも .......................600円

季節のお薦め

｢粋｣なおもてなしと

寿司職人の技寿司職人の技

旬の魚を仕入れ、
お待ちしております

エクセレンス認証は、最高のサービスを提供し、高評価の口コミを
継続的に獲得している施設に授与される国際指標の認証です。

紀伊大島

筑波山

鹿島神宮

石上神宮

剣山

室戸岬

伊吹山

至 宗像大社中津宮

御嶽山 守屋山（諏訪大社）

富士山

白山

月山筑波山のレイライン
①筑波山－月山（同経度）
②筑波山－白山（同緯度）
③筑波山－守屋山－御嶽山
④筑波山－伊吹山－宗像大社中津宮
⑤筑波山－石上神宮－剣山
⑥筑波山－室戸岬（夏至、日の入方角）
⑦筑波山－富士山－紀伊大島
⑧筑波山－鹿島神宮（夏至、日の出方角）

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧



れ、古くから多くの宗教的伝説
が語り継がれてきました。同様
に青森の岩木山や山形県の月山
も、霊峰となる条件を満たしてい
ます。それぞれが海上から目視
で頂上を望むことができるだけ
でなく、山の位置がレイラインを
通じて他の聖地とつながっていま
す。また、頂上には磐座が存在
し、山腹においても社が建立さ
れ、古くから神が祀られています。
　そして七霊山の候補として最後
にあげられるのが筑波山です。こ
れまで筑波山が日本七霊山にリス
トアップされなかったのは、おそ
らく日本百名山の中で最も標高
が低く、関東平野から丸見えの
存在であり、神秘性に欠けるとで
も思われたからではないでしょう
か。しかし実際は、霊峰としての
条件をすべて満たしている聖山な
のです。2つの頂上を兼ね備え、
男体山と女体山で神が祀られて
いること、その頂上には磐座が
存在すること、御祭神が伊弉諾
尊と伊弉冉尊であり、神社の由
緒が国生み神話とつながっている
こと、記紀や風土記に山の名前
が記されていること、そして頂上
からの眺めがすばらしく、富士山
や御嶽山を望み、太平洋も見渡
すことができることがあ挙げられ
ます。つまり、筑波山こそ日本が
有する偉大な霊峰であることが
わかるのです。
　自らの足でこれら霊峰に名前が
あがっている山 を々すべて登頂し
た結果言えることは、日本七霊山
としてもっともふさわしい名山は
以下のとおりです。石鎚山、剣山、
大山、立山、白山、岩木山、そし
て筑波山。中でも万葉集をはじめ、

多くの史書にその名が記されてい
る筑波山こそ、霊峰の中でも特筆
すべき名山です。よって皇族の方々
も今日、筑波山神社を参拝しに訪
れ、大自然の中に聳え立つ筑波
山の美に触れられています。

筑波山の登頂に心がはずむ

　灯台もと暗し。なぜか職場か
ら一番近い筑波山だけは日 、々
窓から眺めていることもあり、こ
れまで登山に出向くことがなっ
たことから、一度は登らなけれ
ばと、11月4日の日曜日、遂に
決行することにしました。WEB
で調べる限り難しいコースでは
ないはずなので、お昼過ぎにス
タートし、暗くなる5時まで帰っ
てくれば十分と考えました。当
日、天気は曇りがちですが気温
は暖かく、快適な登山日和です。
筑波山神社に車を停めて神社を
参拝後、12時40分すぎ、登山
道から登り上り始めました。
　日曜だけに参拝者も多く、山
に登る人が老若男女問わず、子
ども連れも多く見かけます。男
体山に向かう御幸ヶ原コース経
由は、標識によると登り1時間
半となっていたことから、いつも
通り半分の45分想定で足を急
がせます。神社の真裏から続く
山道は快適そのものです。標識
や案内図も多く、良く整備されて
います。岩場あり、偽木の階段
あり、と山道は様相を変えていき
ますが、途中、ケーブルカーも見
かけることができて楽しく進めま
す。50分弱で男体山頂上手前の
御幸ヶ原に到着しました。ちょっ
と小雨がぱらつきはじめ、すぐに
男体山を登頂することに。もの

の10分で到達し、御神殿にて参
拝後、すぐに御幸ヶ原へと戻ると、
小雨がぱらつき始めました。そん
な雨は無視して散策です！
　すると筑波山自然研究路なる
ものがあることを標識で知り、
行ってみようと思ったのですが、
入口がわからずうろうろすること
に。やっとのことで売店裏に小道
を発見しました。

　その研究路沿いにある立身
石こそ、筑波山で最も重要と思
える巨石であり、来た甲斐を感
じた場所でした。親鸞聖人も訪
れた磐座ということで、その豪
快な岩の形状に心がはずみま
す。御幸ヶ原からたった5分歩
くだけで見られる磐座ですが、
人影もなく、知られていないの
か、人気がないのか、とにかく
もったいないです！
　それからぐるっと自然研究路
を歩き回ると、おや、また御幸ヶ
原の売店に戻ってきてしまいま
した。こんなに短いはずはない
と標識をあちこち探してみてい
ると、何と通常の研究路は途中
から滑落により閉鎖中とのこと
でした。そして北側に別の入路
を見つけ、いっきに走り回るこ
とにしました。途中、「大石重ね」
と呼ばれる願いを込めた小石で
作られた塚を通り過ぎると、ま
た男体山頂上に戻ってきてしま
いました。都合2回、男体山

を登頂することになったのです。
そしてすぐに下り始めると、先
ほどの売店に再び到達。
　目の前の御幸ヶ原はケーブル
カーを待つ人でいっぱい。そこ
から女体山に向けて駆け足で進
むと、途中セキレイ石とガマ石
を通り過ぎ、およそ15分程度
で女体山頂に到達しました。こ
ちらの岩場は男体山よりも見
栄えがあり、見事な磐座となっ
ています。そして頂上からの景
色も素晴らしく、やっとパノラ
マの光景を満喫することができ
ました。天気もちょっと日が差
し込んできたりと良くなりかけ、
頂上は大勢の人でいっぱいです。
ロープウェイで麓から直接上っ
て来られる人も多く、誰でも頂
上まで来ることができます。
　かれこれ男体山と女体山、研
究路を巡り歩きながら、頂上界
隈であっという間に1時間45
分が過ぎてしまいました。そこ
から早足で白雲橋コースを下り
ていくことにしましたが、最初の
200mは崖がきつく、とにかく
足場が悪いことからゆっくり行く
しかありません。と思いきや、そ
こから筑波山自慢の岩の博物館
が始まりました。これぞ山登り（下
り？）の醍醐味です。「大仏岩」
から始まり、「屏風岩」、「北斗岩」、
「裏面大黒」、「出船入船」、「陰
陽石」と呼ばれる巨石の数々に
感動を覚え、所 足々を止めてじっ
くりと観察しなが山を下るのも、
とても楽しく思えます。「母の胎
内くぐり」と呼ばれる奇岩では、
その岩場の隙間を通り抜けるこ
とで、罪や穢れから清められると
言われているそうです。よって人

気パワースポットの一つにあげ
られています。その直後には「高
天原」の磐座が連なり、岩場の
間のせまい階段を上がっていく
と、そこには拝殿がもうけられ
ており、ここでも神様が祀られ
ていました。そして最後に目に
入ってくるのが、今にも山道の真
上に落ちてきそうな巨石が宙に
浮いている光景です。これが「弁
慶七戻り」とよばれる岩場です。

　筑波山では御在所岳や六甲山
に勝るとも劣らない巨石の数々
を堪能することができます。そし
て登山ルート最後の1kmは、福
島から来られた登山経験1年目
ながら健脚を誇る女性登山家（別
名山ガール）と一緒に話をしな
がら楽しく筑波山神社まで戻って
くることができました。岩の博
物館なる筑波山は、誰でも安心
して上り下りできる、素晴らしい
霊峰です。山に登り、神様に出
会いたい人、足腰を鍛えたい人、
そして大自然の美しさに触れた
い人、みなさんにおすすめした
い霊峰筑波山の登山にチャレン
ジしてみませんか！（文・中島尚彦）
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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

ACA040
36,800円36,800円

RC37KH
39,800円39,800円

SM64E/Suara29
27,800円27,800円

SM64N/Rex701
25,800円25,800円

ACD001
19,800円19,800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
BASIX

■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

■ウォーターヒヤシンス
■48×58×104㎝

絶妙なアーチの背もたれ

■ビーチ
■45×41×100㎝

■チーク、ウォーターヒヤシンス
■72×74×85㎝

アジアンアームチェア
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

可愛らしいデザイン

綺麗なアウトラインスラットバックチェア

アジアンテイストたっぷり

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8月現在の税抜価格です。 最新の価格は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。

売 切
御 免 冬のの冬の セセセセールルセールMEGAMEGAセMEGAセセMEGAセセセセMEGAセセセMEGA

限定限定

限定

限定

限定

限定限定

限定

RC35
29,800円29,800円

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 1,100円～時
給

パ 1,100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

昨今の登山ブームにあやかって遂に筑波山を登ること
に！山道の途中、大勢の登山客と出合い、子供が多い
ことにも驚きました。小学校低学年の学童が、親と一緒に
長い山道を一生懸命に登っているのです。中には幼児を
抱えながら登山する父親も何人も見かけました。頂上
周辺にはケーブルカーやロープウェイで来られた外国
からの観光客も大勢いらして大賑わい！自分の足で
筑波山に登頂し、筑波山神社の頂上御本殿や数々の
磐座を目の当たりにし、筑波山が霊峰なる理由がやっと
わかってきたような気がしました。

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/

https://twitter.com/ricknakajima
https://www.facebook.com/ricknakajima
https://www.instagram.com/kodaishi/

奇岩として有名な母の胎内くぐり

巨石が落下しそうに見える弁慶七戻り

親鸞聖人も愛された立身石
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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）

株式会社 サウンドハウス

▶資　格 ： 学歴不問 各職種の実務経験者優遇します　

▶給　与 ： 各職種欄参照　※経験・スキルを考慮して決定

▶休　日 ： 週休二日 シフト制（正社員）、年末年始休暇、有給休暇

▶時　間 ： 平日9：00～18：00 ／ 土曜11：00～17：00 （時間は部署によって異なります）

▶待　遇 ： 社保完備、年2回賞与、有給休暇

・交通費支給  ・社員食堂 ・社宅完備 ・資格取得サポート
・天然温泉無料優待 ・社内マッサージ ・社内フィットネスジム  ・子育て支援金 
・永年勤続感謝制度  ・スポーツサークル支援　など

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 ※Eメールで送る場合はPDF・Excel・
　Wordにてお願いします

募集内容は弊社WEBサイトに
詳しく掲載してます

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4～8時間、週3日以上シフト勤務、応相談

物流倉庫管理アシスタント

梱包スタッフ

コールセンター事務

音響機器修理スタッフ

総務人事スタッフ

電気主任技術者

充実の福利厚生

パート

パート

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

（45時間分の固定みなし残業代含）（45時間分の固定みなし残業代含）

（27時間分の固定みなし残業代含）（27時間分の固定みなし残業代含）

（27時間分の固定みなし残業代含）（27時間分の固定みなし残業代含）

（27時間分の固定みなし残業代含む）（27時間分の固定みなし残業代含む） （週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）

（45時間分の固定みなし残業代含む）（45時間分の固定みなし残業代含む）

時給：1,200円～

時給：1,400円～

月給：24万円～

月給：23万円～

月給：28万円～

月給：35万円～

月給：23万円～

●業務内容●
製品についての問い合せ、注文受付、見積り作成、納期、サポート、
修理案内。販売計画の立案・実行など。

●業務内容●
給与計算、諸規程・マニュアルの作成修正、福利厚生プランの
立案、採用業務他

●業務内容●
本社・関連施設における受電設備の法定月次及び年次点検、
諸設備の日常保守点検業務、異常の際の緊急対応等

●業務内容●
音響機器、楽器、照明機器などの検証、修理、メンテナンス。
機械修理やメンテナンスが好きな方歓迎。

●業務内容●
本社物流倉庫にて取扱商品の梱包・ピッキング業務、検品
作業、在庫品の整理及び補充、倉庫整理など。

●業務内容●
本社物流倉庫にて取扱商品の梱包・ピッキング業務、検品
作業、在庫品の整理及び補充、倉庫整理など。

（最初の1ヶ月は1,150円）（最初の1ヶ月は1,150円）

※未経験者歓迎、各種ライセンス取得支援制度有

※未経験者歓迎

※必要スキル：基本的なPC操作 (タイピング)

※家電製品、弱電機器関連の修理実務経験者優遇

※中小企業で総務人事全般を3年以上経験した方

※必要資格：第3種電気主任技術者以上

国内最大級の楽器・音響機器ネット通販

サウンドハウス
楽器や音響機材のネット通販において国内最大級のサウンドハウス

では、 全国のお客様に音楽の喜びをお届けする仲間を募集中。 誰でも

活躍できる豊富な職種があり、 社員食堂やフィットネスジムなど社内

施設も充実！ 年齢を問わず、 みんなが即戦力。 働き方にも色々な

オプションがあり、 充実の福利厚生が自慢。 成田から発信する

音楽の力で、日本全国を一緒に盛り上げてみませんか！

天然温泉が無料天然温泉が無料 社内ジム使い放題社内ジム使い放題 フットサルサークルありフットサルサークルあり社内マッサージ社内マッサージ

物流倉庫管理アシスタントの1日
サウンドハウスでの仕事の流れをご紹介!

朝一番の出荷業務！

早番のスタッフが早朝から集まり、前日の

夜から朝にかけて注文を受けた当日配送

商品を出荷します。出荷件数が集中する

休み明けは、全社一丸となって出荷業務を

行ないます。

パートスタッフも続々と集まり、ピッキング

や梱包、商品の補充など、与えられたポジ

ションで業務をこなします。国内外から入

荷する豊富な商品には管理シールを貼り、

在庫棚に補充。日々の整理を徹底します。

朝から体を動かしてもうおなかはペコペコ。

社員食堂なら健康バランスを考えたおい

しいランチが300円から食べられます！

みんなと一緒に食べるもよし、一人でくつ

ろぐもよし。自分のスタイルで過ごせます。

海外から入荷する商品を、規格に従って

検査する作業を行ないます。並行してピッ

キング、梱包作業を行ない出荷締め切り

時間に間に合うように、周囲のスタッフと

協力して効率的に作業を進めます。

ピッキングと梱包、補充 お昼は社員食堂で！ 検品作業と残りの出荷

募 集 職 種

6:00 9:00 12:00 13:00

他職種の仕事の流れも
サウンドハウスWEBサイトにて公開中

紙面右下のQRコードよりお進みください

1993年創業
成田で生まれた
優良企業!


