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Part.II
Part.I

辰砂と海洋豪族の繋がりから浮かび上がる歴史の真相
2019 年 3 月 1 日、徳島県
の山奥にある若杉山遺跡 ( 阿南
市水井町 ) が NHK ニュースや
各種メディアで取り上げられ、
話題となりました。若杉山遺跡
からは赤色顔料である水銀朱の
原料、辰砂が採掘されただけで
なく、そこには人工の坑道跡が
あり、発掘された土器片は、弥
生時代後期から古墳時代初頭 1
〜 3 世紀のものと確認された
のです。奈良時代 8 世紀の長
登銅山跡（山口県美祢市）が国
内最古の坑道というこれまでの
定説が覆され、それから 5 世
紀も遡った時代に、辰砂の坑道
が徳島で掘られていたことにな
ります。それ故、阿南市と徳島
県教育委員会は、プレスリリー
スを通じて若杉山遺跡が日本最
古の坑道である可能性が高いこ
とを公表しました。
しかしながら若杉山遺跡を訪
ねて実際に検証してみると、疑
問はつきません。何故、徳島県
の山奥にて辰砂が採掘されたの
でしょうか。人里離れた何ら目
印もない山奥で、どのようにそ
の岩場を探し当てたのでしょう
か。1 〜 3 世紀の時代背景と
辰砂のニーズは、どのような関
連性があるのでしょうか。レイ
ラインの検証からそれらのヒン
トを見出すことができるだけで
なく、歴史の流れが見事に浮か
び上がってきます。

道」と称される遍路に沿って太
龍寺を目指し、南方に 1㎞少々
歩くと、標高 147m の若杉山
の山腹に立てられた若杉山遺跡
の看板と休憩所が目に入ってき
ます。その背後に流れる小川を
渡り、山の斜面を登ると、目の
前に突如として段々畑のように
石が積まれた大きな階段層と杉
林が見えてきます。そこが若杉
山遺跡です。

そして長さはおよそ 13m もあ
NCJ109日本とユダヤの
ります。その後も遺跡調査は
ハーモニーから続く
継続して行われ、
2019 年 2 月、
この坑道の入り口からおよそ
3m の場所から出土した土器片
数十点のうち、少なくとも 5
点については弥生時代後期、1
〜 3 世紀頃のものであること
が特定されました。その結果、
弥生時代では地表から掘削し
ながら辰砂を掘り当てていた
という従来の定説が覆される
ことになったのです。既に弥生
時代では、硬い岩盤をトンネ
ル状に坑道を掘り、辰砂を採
掘するという高度な技術が進
み、徳島県の那賀川上流から
太龍寺へ続く四国の道
辰砂が掘削されていたのです。
若杉山遺跡は 1950 年代に
また、石杵や石臼などの石器
発見され、1980 年代から徳島
も多数、発掘されていること
県立博物館により発掘調査が始
から、辰砂を用いて顔料に加
まりました。1997 年には「辰
工する作業も若杉山遺跡で行
砂生産遺跡の調査−徳島県阿南
われていたと推測されます。
市若杉山遺跡−」という調査報
弥生時代後期、1 〜 3 世紀
告が発表され、遺跡から出土し
と言えば、中国大陸においては
た水銀朱精製用の石器類などに
秦の始皇帝没後、およそ 2 世
ついて、詳細が記録されていま
紀後に台頭した後漢から三国
す。若杉山遺跡からは辰砂に限
時代へと内乱が続く時代です。
らず、辰砂の精製に使用する石
三国時代は戦乱の幕開けであ
杵（いしきね）だけでも 40 点
り、その三国のひとつが日本
以上、石臼（いしうす）につい
でもよく知られている魏です。
ては 300 点以上、その他、石
当時、隣国の日本でも国家情
器や勾玉なども多く出土してい
勢は不安の坩堝にあり、大勢
ます。全国的に見ても辰砂を採
の渡来者が大陸から移住し続
掘する遺跡としては、前例のな
ける最中、天皇を中心とする
い大規模な遺構が徳島県に存在
国家の統治が難しい局面を迎
していたのです。
えていました。紀元 1 世紀を
若杉山遺跡の歴史
2017 年に始まった遺跡調査
迎える前後、国内では倭姫命
徳島県の小松島市と阿南市の
では、標高 245m の若杉山の
による元伊勢御巡幸が終盤を
中央を流れる一級河川、那賀川
山腹にある岩場から、坑道跡と
迎え、垂仁天皇 26 年には伊勢
の上流を四国霊場二十一番札所
思われる横穴が存在すること
神宮が建立されました。それ
の太龍寺近くまで 20㎞ほど上
も確認されました。若杉山遺
から 2 世紀も経たないうちに、
ると、若杉山に繋がる支流にあ
跡の坑道は、高さ 0.7 〜 1.2m、 卑弥呼を女王とする邪馬台国
たります。そこから「四国の
幅は最も広い箇所で 3m ほど、 が突如として歴史に台頭しま
した。その詳細については魏
元伊勢御巡幸に続く海洋豪族の辰砂探索
志倭人伝などの中国史書に綴
近江国
られています。その文中には
「其山有丹」という記述があり
ます。倭国（日本）には、丹、
摂津国
すなわち辰砂からできる水銀
明石国
を採取できる山が存在し、女
伊勢国
淡路国
王卑弥呼は、その丹を中国に
献上したのです。よって、邪
伊都郡
馬台国の時代、辰砂が採掘さ
れた地域は、その比定地の近
くであった可能性が高いと考
えられます。
邪馬台国と若杉山遺跡は辰砂
という特殊な資源に共通点があ

四国剣山に纏わる神宝の伝承を再検証！
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高く積み上げられた石垣

り、弥生時代後期の 1 〜 3 世
紀という時代にも一致すること
から、若杉山遺跡からさほど遠
くない場所に、邪馬台国が存在
したとは考えられないでしょう
か。3 世紀、女王卑弥呼が統治
した邪馬台国の時代に辰砂が産
出された可能性がある場所は、
いまだ、この若杉山遺跡しか見
つけられていません。今後も坑
道内の調査が進められ、辰砂の
発掘方法だけでなく、若杉山遺
跡から発掘された遺物や辰砂の
検証から、
それらの時代背景が、
さらに詳しく特定されることが
期待されます。
海洋豪族が辰砂を欲した理由
辰砂は丹（に）とも呼ばれる
資源です。中国湖南省の辰州が
主産地だったことから、一般的
には辰砂として知られるように
なりました。
色が赤いことから、
朱砂とも呼ばれています。その
鉱石を砕いて採取した粉が主成
分となり、本朱の顔料になりま
す。辰砂を加熱して発生する水
銀蒸気と二酸化硫黄を冷却する
と、水銀が精製されます。古代
より水銀は大切な資源であった
ことから、十分な辰砂を確保す
ることが重要視されたのです。
また、辰砂の本質は硫化水銀で
あり、毒性が強く、採掘の際は
粉塵により多くの健康被害が生
じることもありました。若杉山
遺跡は、その辰砂を採取する遺
跡だったのです。
日本では、およそ弥生時代か
ら辰砂の採掘が始まったと考え
られています。しかしながら辰
砂の掘削は一般的な想定より、
もっと早い時期から始まった可
能性があります。紀元前 10 世
紀、ソロモン王の時代、遠い西
アジアにおいてはタルシシ船が
世界中を航海していました。船
による渡航時代の始まりは、そ
れよりもさらに時代を遡ること

からしても、古代の民は今日、
私たちが想像する以上の優れた
航海術や造船の技術を習得して
いたと考えられます。
ソロモン王の時代から 3 世
紀ほど過ぎた頃、北イスラエル
王国が滅び、南ユダ王国も崩壊
の危機に直面した時、王朝を支
えてきた南ユダ王国の豪族らは
神宝を携えながら預言者らとと
もに船に乗り込み、東方へと向
かいました。それらイスラエル
から逃れてきた王族や預言者
の一行が、台湾から八重山諸
島、琉球諸島を経由して日本列
島に渡来して神々となり、皇族
の元となる歴史の土台を作った
可能性があります。弥生時代後
期、日本列島を船で行き来して
いた海洋豪族は、その末裔と考
えられ、優れた航海技術、天文
学や地勢学の知識を持っていま
した。だからこそ、日本列島を
くまなく探索しながら、辰砂を
はじめとする必要不可欠な資源
を探し当てることができたので
す。中でも辰砂は、最も重要視
された資源でした。
辰砂の使用目的の中でも、船
底の塗装は最も歴史が古いだけ
でなく、耐久性に優れた船を造
り上げるためには不可決な資源
でした。しかしながら、往々に
して鉱山は山奥に存在し、その
場所を掘り当てることは困難を
極めました。しかも掘削された
鉱山や鉱石の粉を山奥から運搬
することは容易でなかったこと
は想像に難くありません。それ
故、辰砂を含む鉱山を見つける
ため、
西アジア系の海洋豪族は、
それまで培ってきた天文学的知

石垣の上に広がる杉林
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海洋豪族は伊勢に自らの集落を
築いただけでなく、紀伊半島を
西方へと海岸沿いに播磨方面へ
鹿島神宮
移動し続け、その途中、集落を
①
築きながら、辰砂の鉱山を見出
富士山
②
すことに努めたのです。その結
③
生石神社
果、伊勢国の丹生、今日の多気
石上神宮
再度山
伊勢神宮
三輪山
町や、和歌山県の吉野川上流、
丹生都比売神社
④
瀧原宮
金刀比羅宮
山上ヶ岳
丹生都比売神社周辺の紀伊山
生石ヶ峰
若杉山遺跡
⑤
地、
そして徳島の若杉山などが、
花窟神社
剣山
宗像大社
石鎚山
⑥
辰砂の掘削に纏わる場所として
①若杉山遺跡－三輪山（30 度線（夏至の日の出））
⑦
知られるようになりました。
②若杉山遺跡－丹生都比売神社－富士山－鹿島神宮
③若杉山遺跡－生石ヶ峰－山上ヶ岳－瀧原宮－伊勢神宮
「丹生」には「辰砂が採取で
④生石神社－再度山－石上神宮－伊勢神宮
⑤宗像大社－若杉山遺跡－花窟神社
きる地」
「辰砂を精製する氏族」
⑥石鎚山－剣山－若杉山遺跡
という意味があることからして
⑦石鎚山－金刀比羅宮－生石神社
も、丹生都比売神社は辰砂と深
の後、海洋豪族の主導により、 の中腹に若杉山遺跡の場所が見
く関わっていたことがわかりま
勢神宮の存在が挙げられます。
紀伊半島や四国各地に辰砂の鉱
出されたのも、偶然ではありま
す。丹生都比売神社の由緒によ
この 2 つの聖地も、レイライ
山が発見されました。その後、 せん。それには確かな根拠があ
ると、
「魏志倭人伝には既に古
ンの指標として多用されていま
いつしか邪馬台国が歴史に台頭
りました。
代邪馬台国の時代に丹の山が
す。神宝と海洋豪族の歴史に纏
します。そして卑弥呼による女
あったことが記載され、その鉱
わる神社としては、鹿島神宮も
若杉山のレイライン
王国家が崩壊した後、3 世紀半
脈のあるところに「丹生」の地
重要です。
ば頃から古墳時代が到来し、い
那賀川支流沿いの小さな山の
名と神社があります」と書かれ
また、神社の中でも 1 世紀
つしか辰砂は朱色の顔料、死者
中腹に連なる岩場の一角に若杉
ています。丹生の名称を含む神
という時代を振り返るならば、
を弔うためにも使われ始めたの
山遺跡があります。人気の全く
社や地名は紀伊半島を中心に広
丹生都比売神社の存在を忘れる
です。そして石室や棺、古墳の
ない山奥でもあり、何ら目印も
がっており、その背景には常に
ことができません。元伊勢御巡
見当たりません。広大な四国の
辰砂の存在がありました。
今日、 内壁や壁画の彩色など多用され
幸が終わった直後の時代、その
たのです。つまり、古墳にて人
山岳、山々の中からいったいど
丹生都比売神社は世界遺産「紀
船旅を先導した船木氏らは紀伊
体が埋葬される際、辰砂を大量
のようにして若杉山を選定し、 半島の随所に一族の拠点を設け
伊山地の霊場と参詣道」にその
に使用するようになったので
しかもその斜面に露出する多く
名を連ねています。
ただけでなく、辰砂を求めて紀
す。若杉山遺跡が位置する阿波
の岩の中から、どのようにして
1 世紀前後の時代、船を建造
伊水道から吉野川を上り、その
特定の岩を選別し、掘削するこ
する造船所は主に琵琶湖の周辺 （徳島県）では矢野古墳からも
上流に辰砂の鉱山を見つけまし
辰砂が産出されたことから、こ
とができたのでしょうか。レイ
や、伊久良河宮などにあり、政
た。辰砂が発掘された場所は丹
れらの辰砂は船によって輸送さ
ラインの考察から答えを見出す
治は奈良を中心として大陸に目
生とよばれ、その近郊には丹生
れ、古墳を造る際にも積極的に
ことができます。
が向いていたことから、海上交
都比売神社が建立されたので
使用されたと想定されます。
レイラインとは、霊峰と言わ
通のアクセスを考えたうえで
す。若杉山遺跡が辰砂の掘削場
れる山々や大きな岬、神社など
も、辰砂の採取場所は紀伊半
所であったことから、丹生都比
の聖地が一直線上に並んでい
島、四国に絞り込むことが望ま
売神社との関係があっても不思
る状態を言います。一直線上に
れたと考えられます。海洋豪族
議ではありません。さらには元
結び付けられると、たとえ山奥
により仕切られ、船舶建造のた
伊勢御巡幸が示唆する神宝の秘
に新しく神社を建立した場合
めに不可欠な資源となった辰砂
蔵地として、御巡幸地のレイラ
でも、他の指標を参照しながら
であったからこそ、それら鉱山
インすべてが交差する剣山の存
一級河川
那賀川
その位置が見つけやすいだけ
は海上交通の便が良い、紀伊半
在にも注目です。剣山には元伊
朱色の顔料として重宝された
でなく、同一線上の拠点同士が
島や四国の大河川沿いに見出さ
勢御巡幸で祀られた真の神宝が
辰砂は、古墳に限らず、由緒あ
地の力と利を共有するという
れたのです。
一時期秘蔵されていた可能性が
る建造物や重要文化財にも多用
意味合いを持つことになりま
あります。
古代社会における辰砂の重要性
されました。辰砂は防腐剤の役
す。そして神社など新たな拠点
これらの神社や霊峰を指標
辰砂の用途は造船における船
目も果たすことから、神社の鳥
を設立する際には、複数のレイ
として結ぶレイラインの線上
底の塗装に限りません。水銀の
居を赤く塗る際に使われただけ
ラインが交差する場所である
に若杉山遺跡が存在するか、見
元となる辰砂には多くの優れた
でなく、貴重な神殿の壁面など
ことが重要視されたのです。神
てみましょう。まず、霊峰なる
効用があり、古代から顔料、染
にも使われることがありまし
を祀る聖地や都を造営する場
三輪山から見て、冬至の日に太
料、朱肉、薬などに幅広く活用
た。また、古代では辰砂を含む
所など、大切な場所を見知らぬ
陽が沈む方角、およそ 240 度
されてきました。船底を塗装し
赤土を顔や身体に塗ることがあ
新天地にて探し出す場合、古代
の方向に線を引いてみました。
て耐久性を向上させることに長
り、これが化粧の始まりであっ
ではレイラインの交差という
すると若杉山遺跡に当たりま
年用いられてきた辰砂は、その
たという説もあります。丹生都
構想が積極的に活用されまし
す。これは、若杉山遺跡から見
後、古墳においても多用される
比売神社の由緒には、
「播磨国
た。若杉山遺跡も例に漏れず、 れば、夏至の日に太陽が昇る方
ようになります。元伊勢御巡幸
風土記によれば、神功皇后の出
複数のレイラインが交差する
向に三輪山が存在することを
兵の折、丹生都比売大臣の宣託
地点に見出されたのです。
意味しています。夏至の日の出
により、衣服・武具・船を朱色
若杉山遺跡の年代は 1 〜 3
となる方角はレイラインの構
に塗ったところ戦勝することが
世紀と特定されたことから、古
想において、極めて重要な位置
出来た」と記載されています。
代、元伊勢の御巡幸が終焉し、 付けを持っています。次に富士
いつの日も、歴史の中で辰砂
邪馬台国が台頭する時代に重
山の頂上と鹿島神宮を結ぶ線
は重要な役割を占めていまし
なっていると考えられます。そ
を紀伊半島まで延長してみま
た。
それだけ高価なものであり、 の時代背景を考えながら、レイ
した。すると丹生都比売神社を
様々な用途において、効力を発
ラインの指標となる可能性の高
通ることがわかります。丹生都
揮する資源だったのです。だか
い聖地や山を思い浮かべてみま
比売神社の建立地を特定する
らこそ、海洋豪族は辰砂を探し
した。まず、多くのレイライン
際、富士山と鹿島神宮の延長線
求めて紀伊半島、四国の川を行
において日本の最高峰である富
上に、その聖地が見出された結
き来し、レイラインの考察から
士山が大切な指標となります。 果と考えられます。しかもその
重要な拠点を見出しては、そこ
次に元伊勢御巡幸の基点でもあ
レイラインを西方に伸ばした
に辰砂を掘り当て、坑道を掘進
り、神が住まわれたとされる三
延長線上に若杉山遺跡がある
したのです。何の目印もない山
輪山と、天照大神が祀られた伊
のです。つまり若杉山遺跡の

若杉山遺跡のレイライン

史跡 若杉山遺跡

識と経験をもって鉱山を掘り当
てることに努めたことでしょ
う。こうして海洋豪族自らが主
導しながら、辰砂の鉱山場所が
特定され、そこに坑道が掘進さ
れるようになったのです。
それらの鉱山は、主に近畿地
方から四国にかけて古くから存
在しました。特に歴史の古い辰
砂の鉱山は、
和歌山県や三重県、
徳島県に流れる大きな河川、も
しくはその支流沿いにありま
す。辰砂が河川沿いの山々にて
掘削された理由は、その採取に
携わった主人公が、川を船で行
き来することを苦にしない古代
の海洋豪族であったからに他な
りません。よって資源の運搬に
は船が多用されただけでなく、
海洋豪族自ら辰砂を探し求めた
結果、辰砂を含む鉱山の多くが
河川に近い山々に見出されたと
考えられます。
辰砂には優れた耐水効果があ
ります。辰砂を顔料とした本朱
の塗料をしっかりと船底に塗る
ことにより、船底の腐食や貝殻
の付着による被害が緩和し、船
の耐久性が見違えるように向上
することが知られるようになり
ました。そのため、いつしか海
洋豪族は辰砂を求めて日本列島
内でも特に、近畿地方と四国を
中心に探索を進めました。その
海洋豪族が複数の船舶を用いて
歴史を大きく動かしたドラマ
が、元伊勢の御巡幸です。
船木氏に代表される海洋豪
族は、弥生時代後期にあたる 1
世紀となる直前、
伊久良河宮
（今
日の岐阜）から伊勢まで向かう
最終段の元伊勢御巡幸にて、倭
姫命御一行と神宝を護衛する任
務を担い、複数の船を先導しな
がら無事、御一行を伊勢へと送
迎しました。その後、船木氏ら

発掘調査中の坑道跡
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レイラインから見えてくる歴史の流れ

丹生都比売神社 楼門

場所は、辰砂を掘削する紀伊半
島の丹生と、富士山、鹿島神宮
の地の力と結び付いていただ
けでなく、そこから夏至の日が
出る方角に三輪山を拝するこ
とができたのです。
さらに、西日本最高峰の石鎚
山と剣山を結ぶ線を東方に延長
すると、若杉山遺跡にあたりま
す。これは若杉山が剣山と関わ
りを持っていることを示唆して
います。また、元伊勢御巡幸に
も含まれた瀧原宮と伊勢神宮を
結ぶ線は、山上ヶ岳と生石ヶ峰
の頂上を通り、若杉山遺跡に当
たります。
これらレイラインの考察か

今一度、歴史の流れを振り
返ってみましょう。1 世紀の初
頭は前述したとおり、元伊勢の
御巡幸が終焉し、伊勢神宮が
建立された時代です。元伊勢の
御巡幸は意外にも、神宝を守る
だけでなく、後世にその秘蔵場
所が四国の剣山であることを示
唆するべく、迷路のように御巡
幸地を転々と渡り巡ることでし
た。レイラインの考察から、す
べての元伊勢と言われる御巡幸
地が、四国の剣山に結び付いて
（本稿
ら、富士山、剣山、石鎚山、 いることがわかりました。
、17-44 章
そして三輪山という日本屈指 「日本のレイライン」
参照」
）
。一見信じがたい構想で
の霊峰と、伊勢神宮、鹿島神
すが、地図に線引きをして確認
宮などいくつもの著名な社が
できるだけでなく、剣山に神宝
結び付けられたレイラインが
が持ち運ばれたと想定すること
交差する場所に若杉山遺跡が
存在することがわかります。 により、歴史の辻褄が合います。
元伊勢の御巡幸後、船舶で御
若杉山遺跡の地は、山奥の中
一行を先導した海洋豪族の船木
を何の考えもなく探し求めた
氏らは、伊勢より剣山へ向けて
結果、辰砂が出てくる場所が
船旅を続けます。その途中、紀
見つかった訳ではありません
伊半島の西岸から吉野川を上
でした。その場所は、古代聖
り、上流にて辰砂を掘削し、丹
地と霊峰、そして辰砂の象徴
生都比売神社が建立されまし
となる丹生都比売神社に結び
た。その後、紀伊水道を徳島の
付けられる場所を綿密に計算
方に渡り、那賀川から剣山へ向
したうえで、ピンポイントに
かって川の上流へと向かう途
特定された場所だったのです。

中、若杉山の地点を見出し、そ
こで掘削を行ったと考えられま
す。その場所が、今日の若杉山
遺跡です。辰砂は造船を手掛け
る海洋豪族にとっては不可欠な
資源であったことから、大きな
河川を上り下りしながら紀伊半
島では丹生に、そして四国では
若杉山にて辰砂の掘削が行われ
たと考えられます。
その後、神宝は剣山周辺に運
ばれたと考えられる 2 つの理
由があります。まず、その後の
船木氏の動向を追ってみましょ
う。船木氏は徳島を離れた後、
船で淡路島へと向かい、島の北
方に上陸した後、今日の淡路市
舟木まで山を登り、そこに巨石
を移動して祀ったのです。船木
氏が河川から遠く離れた場所に
自らの拠点を設け、巨石を祀る
からには、それなりの重大な理
由があったと考えられます。そ
の場所は、三輪山や斎宮、長谷
寺と同緯度にあることから「太
陽の道」とも称され、今日、巨
石を御神体とする石上神社があ
ります。しかも石上神社は、剣
山と伊弉諾神宮を結ぶ一直線上
にあり、その延長線には摩耶山
も並んでいたのです。石上神社
の地が船木氏の拠点となり、そ

WEB サイト案内

編集後記

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。

3月1日、
NHKニュースで徳島の若杉山遺跡が報道され、
発掘された
遺物の年代が1～3世紀のものと確認されたことから、辰砂の
坑道は日本最古のものということです。
これまで遺跡の近くを何度も
車で行き来しながら、
その存在に気付けませんでした。
報道の翌日、
若杉山を訪ねてみたところ、
想定外の規模にびっくり！整然と並ぶ
段々の石積みは見事であり、
山の中腹には発掘現場がありました。
朝早く誰もいなかったことから一人で山の上方まで遺跡を隅々
NCJ編集長 中島 尚彦
探索できたことに感謝です。

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/
@ricknakajima

www.facebook.com/ricknakajima

の三輪山と剣山を結び付けるレ
イラインの交差点上にて巨石が
祀られたことからして、元伊勢
の御巡幸に続く神宝の旅が、剣
山を最終地点として完結したも
のと考えられます。
もう一つの理由が、元伊勢の
時代からおよそ 2 世紀後に突如
として台頭する邪馬台国の存在
です。女王卑弥呼が神懸った背
景には、神宝の存在があるので
はないでしょうか。神宝のある
所に信心深い人々が集まり、そ
こで祈りを捧げるうちに、霊力
を付けたと想定されます。剣山
に神宝が秘蔵されたとするなら
ば、その山奥で卑弥呼が祈り、
霊力を養ったと考えて何ら不思
議はありません。よって、中国
史書は、陸地から 30 日も歩か
なければ到達しない奥地に邪馬
台国があったと記載されていま
す。そのような秘境は剣山しか
存在しないでしょう。若杉山遺
跡から辰砂が採れたことも、中
国史書の記述と合致します。そ
の河川の上流には剣山の存在が
ありました。
若杉山遺跡のレイラインか
ら、歴史の流れを見直す多く
のヒントを見出すことができ
ます。
（文・中島尚彦）

www.instagram.com/kodaishi/

トリップアドバイザー

2018 年エクセレンス認証

継続的に高評価の口コミを得た
施設に贈られる国際的な認証です

心身和らぐ愉楽のひと時
寿司バー

3階

旬の美味しさ

季節の贅沢
《 季節のお薦め 》
鰹の刺身
サユリの刺身 各 700円 ～

ボディーケアー 1階

くつろぎの個室空間
最上級の癒しをプライベート空間で
体験できるリゾート風スパ
♦アロマテラピー …………… 30分 4,500 円
♦リフレクソロジー ………… 15分 1,800 円

♦ボディセラピー ……………… 30分 3,200 円
♦フェイシャルセラピー………… 30分 4,000 円

1階 フィットネス ＆ プール
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+プール … 2,000円
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ファミリー
●マート
◀安食

408

18 成田安食バイパス

★

上福田交差点

入館料

●イオン成田

800円
1,000円
小学生 : 300円
［平日］

成田空港▶

土屋交差点

●成田山新勝寺

［土日祝］

坂田ヶ池公園
坂田ヶ

◀我孫子方面 案内看板
●
松崎街道
◀安食

18

下総松崎
JR 成田線

年中無休（全館禁煙）

成田市街▶

（大人同伴の場合）

成田方面▶

未就学児の入館は
ご遠慮ください

営業時間 10 : 00-22 : 00

0476 -28 -8111

千葉県成田市大竹 1630（坂田ヶ池公園近く）

http:// www. yamatonoyu.com
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求人情報

勤務地：成田市 野毛平工業団地

成田から生まれた
ネット通販最大手

Logistic
物流スタッフ
戸谷 文彦

36歳

※国内における楽器・音響機器販売

スタッフ
イン タビュー
もともと 住 宅 建 材 の 営 業 を 3 年
ほどしていましたが、自分の好きな
音楽関係の仕事に興味があり入社。
営業やサポート業務などを経験し、
各部署で得た豊富な知識を業務と
趣 味 に活 かしています 。

自分らしく仕事をしよう

Call center

Sales

趣味の劇団に携わりながら
英語力を活かして働く

成田にてキャリアを積み
福岡オフィスにて活躍中

海外留学で養った英語力を活かせる仕事を
求 め て 入 社 しまし た 。現 在 は 、時 間 の
取れる範囲で勤務し、
英語での問合わせや
メール対応をしています。
佐瀬 友里香 30歳

成田コールセンターのスタッフとして
お客様と接し、
昨年からゆかりのある
福岡県での勤務を希望し、新天地で
働いています。
井上 洋平

コールセンタースタッフ

WEB営業スタッフ

29歳

働きやすい!

SOUND HOUSE

3
魅力
つの

さらに

風通しが良く
明るく安定した企業

充実の福利厚生と
選べるキャリア

大切な家族と
音楽活動をサポート

創業25年の業界最大手企業だから給与水準

自分の持ち味を活かせる多数の職種！資格

音楽活動を熱烈にサポート! 練習のある日は

もトップクラス。風通しがよくフラットな

取得サポートや外部講習などあなたの

早退もOK。子育て世代の方には支援金や

人間関係が魅力の明るく楽しい職場

□ 充実した納得の福利厚生プラン
□ 3LDKマンションの社宅
□ 広々とした社内カフェテリア

□ 業界トップクラスの給与ベース
□ 子供がいる家庭を手厚く支援
□ 天然温泉大和の湯が家族まで無料

□ 男女平等！女性も大活躍
□ 社内にフィットネスジム常設
□ 車通勤も交通費支給

募集職種
1 楽器・音響機器顧客サポート
※必要スキル：基本的なPC操作 (タイピング)

2 管楽器検品・修理・営業
※大学または専門学校で管楽器の検品/リペアを学んだ方

3 音響機器修理アシスタント
※家電製品、弱電機器関連の修理実務経験者優遇

4 トラックドライバー（近距離）
※中型免許・大型免許所得者歓迎

5 物流倉庫管理アシスタント
未経験者歓迎、各種ライセンス取得支援制度有

6 梱包・ピッキング・軽作業
未経験者歓迎、1日4～8時間、応相談

7 クリーンスタッフパート
早朝入れる方優遇、応相談

カウンセリングなどでバックアップ

キャリアアップを応援します

充実の福利厚生
・交通費支給

正社員

月給：23～40万円

（27時間分の固定みなし残業代含）

正社員

月給：23～40万円

（27時間分の固定みなし残業代含）

正社員

月給：23～40万円

（27時間分の固定みなし残業代含）

正社員

月給：25～43万円

（27時間分の固定みなし残業代含）

正社員

月給：23～35万円

（27時間分の固定みなし残業代含）

パート

時給：1,280円～

（週3日以上シフト勤務）

パート

時給：1,280円～

（週3日以上シフト勤務）

・年2回のボーナス ・優良社宅完備

●業務内容●
取扱商品の注文受付、見積作成、商品の納期案内、問合せ
対応（電話・メール）、サポートのご案内（保証、修理案内）

・子育て支援金制度 ・天然温泉施設無料・マッサージ優待

●業務内容●
管楽器の検品・メンテナンス。取扱商品の注文受付、問合せ
対応（電話・メール）、サポートのご案内（保証、修理案内）

・海外展示会への参加 ・就業、
昇格、
正社員転換祝い金

●業務内容●
サウンドハウスにて販売した楽器、
音響・照明機器などの
検証、
修理、
メンテナンスなどを行ないます
●業務内容●
本 社物流倉庫にて、
ピッキングや梱包などの入荷作 業、
関東近郊 への配達（夜間はありません）
●業務内容●
本 社 物 流 倉 庫 にて 楽 器・音 響 機 器 、音 楽 関 連グッズ
の在 庫管 理や商品の補 充など
●業務内容●
本 社 物 流 倉 庫 にて 楽 器・音 響 機 器 、音 楽 関 連グッズ
の梱包、ピッキング等の出荷作 業
●業務内容●
オフィス＆倉庫、
関連施設の清掃。
時間：6：30～16：00までの間の4時間以上
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・関連施設全館禁煙 ・無料バンド練習スタジオ
・社内カフェテリア

・フィットネス施設

▶資
▶給
▶休
▶時

格 ： 学歴不問 各職種の実務経験者優遇します
与 ： 各職種欄参照 ※経験・スキルを考慮して決定
日 ： 週休二日 シフト制（正社員）、年末年始休暇、有給休暇
間 ： 平日9：00～18：00 ／ 土曜11：00～17：00

▶待

遇 ： 社保完備、年2回賞与、有給休暇、正社員登用あり

（時間は一例、部署によって異なります）

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

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。
〒286-0825 千葉県成田市新泉 14-3

郵送

株式会社サウンドハウス 採用係

E-mail

job@soundhouse.co.jp

弊社WEBサイトにも
詳しく掲載してます

株式会社
〒286-0825

※応募フォームもあります
https://recruit.soundhouse.co.jp

サウンドハウス

千葉県成田市新泉14-3

0476-89-1777

