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四国剣山に纏わる神宝の伝承を再検証！

東アジア史を塗り替えたイスラエル民族大移動の潮流

巨石文化　益田岩船の不思議
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　古代から日本列島の各地では
巨石信仰が広まり、神仏が宿る
聖なるスポットとして、多くの
巨石が崇められてきました。岩
には神が宿る、すなわち「岩な
る神」という宗教感は自然崇拝
の賜物であり、時には大陸より
渡来した移住者により巨石文化
の思想が持ち込まれることもあ
りました。多くの巨石に古代の
民が注目する最中、時には巨石
に人の手が入れられて岩が切ら
れ、不思議な形状を醸し出しな
がら石造物として名乗りをあげ
ることもありました。橿原市に
ある益田岩船は奈良の酒船石や
亀石に匹敵する、まさに奇石と
呼ばれるにふさわしい不思議な
作品です。
　益田岩船は樫原ニュータウン
の西側、白樫南小学校裏に隣接
する岩船山とも呼ばれている小
高い丘の斜面に存在します。人
の手が巧妙に入れられた巨石の
作品でありながら、その歴史的
背景はこれまで何ら特定するこ
とができず、真相は多くの謎に
包まれています。また、何故か
しら知名度も低く、地元の方々
でもこの比類なき幾何学的なデ
ザインを誇る巨石を、まだ見た
ことがないという人が多いよう
です。
　益田岩船の美しい仕上がり
と、その異様なデザイン、そし
て巨石が存在するそのロケー

ションそのものには、何かしら
重要な意味があるはずです。そ
れら古代の謎を解明する扉を、
レイラインの考察から検証して
いた矢先、ふとしたきっかけで
対馬の金田城の頂上まで登山す
る機会に恵まれました。そして
頂上近くの山道沿いにある石造
物を見た瞬間、目が釘付けにな
りました。そこには益田岩船に
酷似した2つの正方形の穴が
造られていたのです。レイライ
ンの検証とともに、益田岩船の
デザインに類似した石造物を比
較検証することにより、古代の
謎を紐解くきっかけを得ること
ができるかもしれません。

益田岩船の巨石デザイン

　花崗岩からなる益田岩船の大
きさは、東西に約11m、南北
に8m、高さは4.7m、形は台
形の様相を呈しています。岩船
の上部には、東西方向に幅およ
そ1.8mの溝が切られ、その内
側に縦横1.6mの正方形となる
2つの大きな穴が、深さおよそ
1.3ｍに彫られています。これ
ら2つの穴は互いに1.4m離
れています。花崗岩の巨石に切
り込まれた幾何学的なデザイン
の仕上がりは見事であり、古代
の造作物とは思えないほどの美
しさを誇ります。
　益田岩船の南側は、岩の表面
が綺麗に磨かれたような仕上げ

となり、北側も上半分は手が入
れられ、スムースな表面になっ
ています。また、北側の下部か
ら東西方向の側面にかけては、
網目のような格子状のデザイン
が表面に彫られており、その不
思議なデザインに一瞬、目が留
まります。深さ10㎝ほどにも
なる格子状の切込みは整然と並
び、何等かの目的をもって彫ら
れたようにも見えます。
　格子状の切込みに関する最も
有力な説は、益田岩船の岩石表
面をきれいに仕上げるための製
造過程に必要とした加工の痕と
考えることです。磨かれた部分
と格子状になっている部分との
接点が乱れて見えることから、
格子状に切り込みを入れながら
表面加工を進めていくにあた
り、巨石全体を最後まで完結で
きなかったと想定されます。上
部にある2つの穴のうち、ひ
とつにはクラックと呼ばれる小
さな隙間が生じ、たまった雨水
が漏れて流れてしまうことが原
因で、プロジェクトが頓挫した
のかもしれません。
　しかしながら表面を加工する
ために、最初からわざわざ格子
状のデザインを全面に渡り整然
と切り込むでしょうか。それも
いささか考えづらいことから、
これら格子状の整形痕は、何か
を象徴する意図的なデザインで
あったと主張する説もありま

す。例えば、益田岩船と呼ばれ
るだけに、古代の船をモチーフ
として彫られたものとは考えら
れないでしょうか。
　紀元前10世紀以上にもなる
遠い昔の時代から、西アジアを
中心に人類は船で遠洋まで航海
していたことが知られていま
す。イスラエルではソロモン王
の時代、すでにタルシシ船がア
フリカ大陸からアジア大陸に
向けて航海を繰り返していま
した。その後、紀元前5世紀、
古代ギリシャでは三段櫂を搭載
したトライリムと呼ばれた戦艦
も歴史に姿を現しました。トラ
イリムの漕ぎ坐は3段になっ
ていることから、船の横には三
段に櫂が飛び出し、船底に向け
て海面に近い箇所から四角形の
窓が積み重なっていたのです。
考古学の資料分析から描かれた
古代トライリムの図を参照する
と、その升目状にデザインされ
ている三段櫂の有様は、多くの
格子状デザインが積み重なった
ようにも見えます。もしかする
と、船の櫂が出る窓を思いおこ
しながら格子状のデザインを用
いて切り込みを入れ、益田岩船
の表面を上部から削って磨いた
のかもしれません。

益田岩船の年代と位置付け

　益田岩船の巨石は、異なる場
所から人の手で運ばれて置か
れ、そして現在の不思議な形
になるまで手が加えられたので
しょうか。岩の重量は400～
500tは超えると想定され、今
日の技術をもっても、移動する
ことは極めて難しいことです。
しかも小高い丘の上まで運ぶわ

けですから、大変な労苦と技術
を要するはずです。よって、今
日では自然石として従来、その
場所にあったのではないかとい
う考えが主流になってきていま
す。
　しかしながら、周辺には類似
した岩石もなく、何の変哲もな
い斜面に唐突に存在する巨石で
あることから、人為的に動かさ
れた巨石であるという説も否定
できません。古代人の英知は想
像をはるかに凌ぐ優れたもので
あり、エジプトのピラミッドに
しても何千、何万という巨石を
どのように積み上げたのか、そ
の方法さえも今日まで特定する
ことができていません。よって
重たいから元々その場所にあっ
たであろう、という想定は安易
にできません。
　また、益田岩船の場所が、ピ
ンポイントで重要な位置づけを
占めていたことにも注視する必
要があります。レイラインの考
察から、益田岩船の場所は伊弉
諾神宮と同緯度のラインと、紀
伊半島の最先端となる紀伊大島
出雲の真北にあたるラインが交
差する地点にあたることがわか
ります。指標としてわかりやす
い場所にあるだけでなく伊弉諾
神宮とも結び付く地点であるこ
とから、古くから奈良地方にお
いて、地の力を宿す中心的な場
所となっていた可能性がありま
す。そのクロスポイントに目印
となる岩を置き、美しい石造物
を彫ることにより、何らかの大
切なメッセージを人々に伝えよ
うとしたのではないでしょう
か。それ故、人為的に巨石がそ
の場所に持ち運ばれてきたとい
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う説も、安易に否定することは
できないでしょう。いずれにし
ても、益田岩船の場所、そのも
のに重要な意味があることに違
いはありません。
　では、この巨大な石造物はい
つ頃造られたのでしょうか。一
説によると、益田岩船のデザイ
ンは大和時代に普及した高麗尺
と呼ばれる、ものさしの基準を
用いて採寸されているというこ
とです。それに加え、益田岩船
の表面加工の技術が、古墳時代
末期から飛鳥時代に造られた奈
良界隈に存在する他の石造物と
類似点が多いことから、益田岩
船は7世紀前後に造られたの
ではないかと考えられていま
す。益田岩船の年代を考えるに
あたり、少なくとも2つの視
点から見極める必要がありま
す。まず、巨石そのものが発見
された、もしくは移設された時
代がいつであったか。そしてそ
の後、石造物の作品として手掛
けられたのはいつだったかとい
うことです。それらの時代を検
証するにあたり、レイライン上
の位置づけからヒントを得るこ
とができます。
　益田岩船の巨石が奈良の中心
に見出され、その場所が大切な
指標として認識されたのは、古
代でも、かなり時代を遡るもの
と考えられます。何故ならば、
益田岩船は紀伊半島の最南端に
突出する紀伊大島出雲と同じ経
度にあり、その線が淡路島の伊
弉諾神宮と同緯度の線と交差す
る場所にあるからです。紀伊大
島出雲は紀伊半島の先に突出す
る島であり、海、陸地、双方か
ら見てわかりやすい場所となっ
ていることから、古代の指標と
して用いられやすかったので
す。また、紀伊大島の東部は、
島根県の出雲に紐づけられて紀
伊大島出雲と呼ばれていること
にも注目です。出雲（イズモ）
はヘブライ語で「最果て」を意
味する言葉です。紀伊半島でも
突出した最果て、最南端となる
紀伊大島出雲から見て真北に、
益田岩船が存在します。
　また、益田岩船は、国生みが
始まった淡路島の中心にある伊
弉諾神宮と同緯度の位置に存在
します。伊弉諾神宮は、伊耶那
岐神が葬られた古代最古の聖地
のひとつです。その伊弉諾神宮
と同緯度の線が紀伊大島出雲か

らみて真北となる線と交差する
地点に益田岩船があるのです。
このように古代でも最も古い歴
史を誇る場所や、紀伊大島出雲
のようにわかりやすい自然の指
標のみを用いたレイライン上に
ある拠点は、年代の古い史跡の
特徴となっています。こうして
益田岩船の巨石は古代、現在の
場所に発見されたか、そのピン
ポイントの場所に巨石が運ば
れ、そこが重大な指標として認
識されるようになったと考えら
れます。
　この益田岩船が指標として存
在したからこそ、益田岩船と出
雲の八雲山を結ぶ線上に、後世
において兵庫県にある生石神社
の「石の宝殿」が見出されたと
推測されます。日本三大奇石の
一つにあげられる「石の宝殿」
は、崇神天皇の時代に手がけら
れた石造物と推定されていま
す。その場所を特定するために
は、出雲の古代聖地である八雲
山と奈良の益田岩船、そして古
代の霊峰石鎚山と金刀比羅宮厳
魂神社が選別されたことがレイ
ラインの検証からわかります。
そして八雲山と益田岩船、石鎚
山と金刀比羅宮を結ぶ線が交差
する地点が重要視され、そこに
「石の宝殿」が建造されたと推
定することにより、これらの聖
地がすべて古代では紐づけられ
て考えられていたのではないか
と推測できるのです。
　八雲山はスサノオが活躍した
国生みの時代まで、そして金毘
羅宮は神話に登場する大物主命
の時代まで歴史が遡ることか
ら、霊峰石鎚山と共にレイライ
ンの指標としては最も古いもの
にあたります。また、益田岩船
の場所も、伊弉諾神宮と紀伊大
島出雲を介して、古くから特定
されたと考えられます。その益
田岩船の場所を指標として用い
て、「石の宝殿」が出雲の八雲
山につながる線上に見出された
ということは、これら指標のす
べてが海に結び付いていること
を示唆しているようです。出雲
はスサノオが日本海から上陸し
た古代の聖地です。紀伊大島出
雲も海に面した紀伊半島の最南
端です。香川の金刀比羅宮は海
上交通の神々を祀っています。
そして伊弉諾神宮にて葬られた
伊耶那岐神は、国生みにあた
り、日本の島々を船で巡り渡っ

た人物です。よって、奈良の拠
点となる益田岩船に海上交通の
モチーフが絡んでいることに何
ら不思議はなく、これらレイラ
インの指標を用いて見いだされ
た「石の宝殿」も例外ではあり
ません。
　益田岩船のレイラインに関係
するこれら指標の相互関係から
察するに、「石の宝殿」が造ら
れる以前、すなわち崇神天皇の
時代よりも古い時代から益田岩
船の場所は大切な拠点として認
知されていたと考えられます。
その場所に益田岩船の巨石が見
出され、もしくは運ばれた後、
時代を経て、その巨石に手が加
えられ、益田岩船の形状になっ
たと想定されます。

「益田岩船」名称の由来

　古代の巨石がなぜ、益田岩船
と呼ばれるようになったのかは
定かではありません。一説では
822年に完成した奈良の益田
池との関わりが指摘され、古代
からその地域が益田と呼ばれて
いたことに由来するのではない
かといわれています。しかしな
がら、その場所が益田と呼ばれ
ていたとしても、古代ではまだ、
そこに池が造成されていたわけ
でもなく、「岩船」という名称
をつけるにはいささか不可解で
す。
　「益田」という名称は、名前
の響きが殆ど一緒であることか
ら、イスラエルのマサダ要塞に
由来し、「マサダ」の当て字と
して漢字で「益田」にしたとは
考えられないでしょうか。名前
の一致だけでなく、驚くことに
岩の形まで同じに見えることに
注目です。益田岩船は、見る角
度によって様々な顔をもってい
ます。中でも南側からの綺麗な
表面の姿は美しいものです。マ
サダ要塞も東西双方から見る角
度によって、様相、形が全く異
なりますが、その東方から見
る様相は益田岩船に似ていま

す。筆者がマサダを訪れた際に
は多くの画像をカメラで撮るこ
とができました。それらの画像
と比較しても類似点が多いこと
に気が付きます。双方の頂上が
フラットなこと、右側の斜面は
緩やかで、左側の斜面が急であ
ること、そして裾野が大きく広
がっているように見えることな
どがキーポイントです。
　益田岩船とマサダ要塞が関連
するという前提で考えると、西
アジアから到来したい古代の海
洋豪族によって益田岩船が造ら
れた可能性も見えてきます。奈
良盆地の中心となる場所に古代
の識者らは巨石を見出し、その
後、岩を削ってマサダ要塞の似
姿に合わせて造り上げたと想定
すれば、益田岩船がマサダ要塞
の形に酷似していることも理解
することができます。
　また、「岩船」としての海上
交通に紐づけることができるこ
とにも注目です。益田岩船は出
雲の八雲山と生石神社の「石の
宝殿」とレイライン上で繋がっ
ているだけでなく、海上交通の
神々を祀る金刀比羅宮の奥宮と
も紐づけられています。「石の
宝殿」は元伊勢御巡幸が行われ
た崇神天皇の御代に造営された
と言われています。一世紀近く
続いた元伊勢御巡幸では、その
最終段において海洋豪族に守ら
れながら、琵琶湖の東方、美濃
国（岐阜）の伊久良河宮より船
で川を下り、海岸沿いを航行し
ながら伊勢まで到達することが
できたのです。その後も船木一
族を主体とする海洋豪族は紀伊
水道に向けて渡航を続け、一族
の拠点を各地に造成しただけで
なく、各地で造船に必要な塗料
の原料となる辰砂をも発掘しま
した。そして淡路島の舟木には
多くの聖地を結ぶレイラインの
交差点となる重要スポットを見
出し、そこに巨石を置いたので
す。その流れに沿って、船木一
族の最終拠点となった播磨の近
郊にある「石の宝殿」も手掛け
られたのではないかと推測され
ます。
　古代の海洋豪族の様々な働き
によって元伊勢御巡幸が完結
し、伊勢神宮が建立されただけ
でなく、その延長線には海洋豪
族の存在を世に知らしめる複数
の巨石を用いた石造物が残され
ることになりました。それらの
指標のひとつが、益田岩船の場

所であった可能性があります。
そして時代を経て、その巨石に
白羽の矢があてられ、マサダ要
塞を追憶するかのごとく「益田
岩船」が綺麗に彫られて誕生し
たと推測すると、時代の流れが
見えてきます。

建造された目的は何か？

　益田岩船の巨石が削られて、
現状の形をとった目的は何だっ
たのでしょうか。なぜ、岩を綺
麗に磨く必要があったのでしょ
うか。上部にある２つの正方形
の穴は、何の目的をもって造ら
れたのでしょうか。諸説はある
ものの、いずれも理解しがたい
部分があり、定説に至っていま
せん。簡単にまとめると、以下
の通りとなります。
1. 建造途中の横口式石槨説
　まず、未完成の一石二室の横
口穴式の石槨（せっかく）とし
て、遺体を収める石棺や副葬品
を収納する古墳のような役目を
果たしていたという説がありま
す。通常の石槨は横向きに口が
開いていますが、益田岩船の場
合は横口が天井を向く形に回転
したと考えます。益田岩船の近
くに発見された牽牛子塚古墳の
横口式石槨の開口部における形
状と、益田岩船の２つの穴の形
状が類似していることから、同
等の目的をもって造られたので
はないかと推測するのです
2. 石碑を載せるための台
　近隣に築造された灌漑用貯水
池である益田池の建造を記念す
る石碑の台坐とする説もありま
す。空海が造成した讃岐国の満
濃池の技術を取り入れたと伝
えられている奈良の益田池は、
822年に完成しました。その
際、空海は「大和州益田池碑銘
并序」を碑文として記し、益田
池の完成を讃えています。その
石碑を載せる台として益田岩船
が加工されたというのです。益
田池を称賛する碑を載せる台坐
として「益田岩船」と命名され
たと考えると、つじつまが合い
ます。
3. 火葬墳墓説
　横口式石槨説に似ている考え
として、穴の中に火葬した遺骨
を入れて石の蓋をするために穴
が彫られたという説がありま
す。
4. 星占いのための天文台説
　占星術を駆使した天体観測を
行うために、益田岩船を台坐
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イスラエルのマサダ要塞綺麗に削られて仕上げられた南側の面

城山頂上そばにある正方形のピット益田岩船の上部にある２つの正方形穴



として、その2つの穴に柱を
立て、そこに横柱を渡して、天
体の動きを検証することが目論
まれたとも考えられています。
5. 物見台説
　遠くを見渡すために高い台を
設置する必要があったことか
ら、益田岩船をその台座として
用い、物見台を造成したという
説もあります。
6. ゾロアスター教の拝火台説
　7世紀に即位された斉明天皇
により、火を焚きながら儀式を
執り行うゾロアスター教がもた
らされ、その拝火台として用い
られたのではないかという説も
出されています。

7. 石の宝殿との関係　
　益田岩船と「石の宝殿」とが
同一目的で造られたものと想定
し、本来は石の宝殿が益田岩船
の側に運ばれて神殿となるはず
だったが、石の宝殿が途中で放
棄されたことから完成しなかっ
た推測します。
　上記いずれも信憑性に乏し
く、にわかに信じがたいのでは
ないでしょうか。最も有力視さ
れている横口式石槨説において
も、どことなく牽牛子塚古墳の
横口式石槨と似ているというだ
けであり、所詮、横向きと上向
きでは違いが大きく、しかも益
田岩船は地上に巨石がまるごと

露出し、その岩石を削っている、
ということからしても、同じ用
途には考えられません。また、
石槨とするならば、益田岩船の
表面を加工し、きれいに仕上げ
る必要もなかったはずです。墳
墓とする説も、なぜ、巨石の上
にそれを造らなければならない
かがわかりません。何らかの台
座と考えたとしても、その上に
載せる碑の実物もなく、また、
なぜ、2つ穴があるかも説明が
つきません。
　これらの疑問を解明するヒン
トを、対馬の金田城から得るこ
とができるかもしれません。

金田城の歴史からヒントを得る

　2011年 7月、対馬を初め
て訪れ、和多都美神社や海神神
社を訪ねた際、国の史跡に指定
されている金田城（かねたの
き）にも行ってみることにしま
した。想像していたよりも長い
山道を登り、山頂近くの砲台跡
に辿り着く直前、ふと目にした
ものが人の手で岩に彫られた3
つの穴でした。そのうち2つ
はほぼ正方形に見え、となり同
士に並んでいます。そしてもう
一つの穴は長方形に隣接し、3
つの穴をもって、ほぼ正方形を

成しているように
見えました。
　同年の1月、既
に奈良の益田岩船
を訪れていたこと
もあり、その上部
に造られた2つの
正方形の穴を有す
るデザインがずっ
と頭に残っていま
した。金田城の頂上で見かけた
地中の升目は、それと全く同じ
形状のように見えたのです。
　金田城と益田岩船に何らかの
関係があるのでしょうか。同じ
時代に造られたものなのでしょ
うか。どういう目的で造られた
のでしょうか。その用途は一緒
なのでしょうか。双方とも船
や海に関係する石造物なので
しょうか。そして8年を経た
2019年 7月、多くの謎に包
まれている益田岩船の真相を理
解する手がかりを得ることがで
きるかもしれず、再度、対馬の
金田城に向い、その石造物を採
寸することにしました。結果は
以下のとおりです。
　外周淵の全体は縦、横、共に
255㎝。正方形の穴は内側の一
辺が95㎝。大きい方の長方形
の穴は長辺が222㎝、短辺が

92㎝。内側の仕切りは縦、横、
共に24㎝。また、穴の周辺を
縁取る切込みもあり、合わせて
外周の一片が255㎝になって
います。
　これら正方形のデザインを基
軸とした金田城の石造物と益田
岩船の類似点に注目です。まず、
金田城でも益田岩船と同じよう
に2つの正方形の穴が綺麗に
彫られて並んでいることです。
一片の長さは益田岩船が160
㎝、金田城は95㎝と違いはあ
り、中間の仕切りの幅も大きく
異なりますが、見た目の雰囲気
は大変良く似ています。次に、
蓋が置かれるような形で穴の周
囲に淵がとられているのも一緒
です。　　　　（文・中島尚彦）
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7月20日、青森三沢の星野リゾートは、その安価な宿泊料の設定が大成功
したのでしょう。中国、韓国からの外国人観光客でごった返していま
した。近隣にある下北半島の名所、恐山に行けば、そこには韓国からの
観光客しか見当たらず、日本人はいずこに？翌日、成田空港に着くと、
空港のロビーでは50人ほどの外国人大学生が床に座りながら、先生の
話を聞いていました。スペースを陣取っているにも関わらず、だれも違和感を
もたない自然な雰囲気こそ、日本全体がちょっとずつ国際化して
いる証ではないかと感じました。

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/

@ricknakajima www.facebook.com/ricknakajima www.instagram.com/kodaishi/

この話の続きは、
http://www.historyjp.com/
に掲載しています。是非ご覧下さい。

Life Fitness 製マシン12台、9mのプールを
利用した運動で心身をリフレッシュ
Life Fitness 製マシン12台、9mのプールを
利用した運動で心身をリフレッシュ

♦ ジム ……………………… 1,000円
♦ ジム+プール …………… 2,000円
♦ ジム ……………………… 1,000円
♦ ジム+プール …………… 2,000円

極上の天然スパ
肌を包む解放感

0476-28-81110476-28-8111
千葉県成田市大竹 1630 （坂田ヶ池公園近く）千葉県成田市大竹 1630 （坂田ヶ池公園近く）

  ［土日祝］  1,000円

大 人［平   日］    800円

入館料

小学生 300円　
（大人同伴の場合）

※未就学児の入館はご遠慮頂いております年中無休・全館禁煙

年中無休10:00〜22:00
営業時間  

2018年 エクセレンス認証2018年 エクセレンス認証2018  エクセレ ス認証201820182018年年年年 エクセレ エクセレ エクセレンンンンス認証ス認証ス認証ス認証ンス認証ンス認証ンス認証ンンンンス認証ンンンンス認証ンンンス認証ンス認証ンス認証ンンンス認証ン

ト
リ

ップアドバイザ
ー

くつろぎの個室空間くつろぎの個室空間

最上級のフィットネス施設最上級のフィットネス施設

 エクセレ ス認証 エクセレ エクセレ エクセレンンンンス認証ス認証ス認証ス認証ンス認証ンス認証ンス認証ンンンンス認証ンンンンス認証ンンンス認証ンス認証ンス認証ンンンス認証ン

入館料500円券

鯵の刺身
イサキの刺身
岩牡蠣
星の雫（握り八貫・他）

澪つくし（ちらし寿司・他）

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700円   
. . . . . . . . . . . . . . . . .  800円～

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  980円   
. . . . . . .1,200円   

.1,200円   

＊本券1枚で2名様まで利用できます
＊本券を入館時に、ご提示ください

800円→500円平日限定

ワンドリンク無料券
＊本券を注文時に、ご提示ください

お食事をオーダーされた方、2名様まで
（ビール・ハウスワイン・ソフトドリンク）

●

ファミリー
マート● ●イオン成田

●成田山新勝寺

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

★ 坂田ヶ池公園

18

18

上福田交差点 土屋交差点

408

案内看板
JR成田線
下総松崎

●●

成田安食バイパス◀安食

◀我孫子方面

★ 坂田ヶ

18

上福田交差点

案内看板

★
http://www. yamatonoyu.com

本格江戸前寿司本格江戸前寿司

最上級の癒しをプライベート
空間で体験できるスパ
♦ 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

♦ 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

平日限定

角度を変えてみると船のようにも見える巨石

益田岩船の上部
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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  ・年2回のボーナス ・子育て支援金制度

・マッサージ優待 ・フィットネス施設  ・無料バンド練習スタジオ

・優良社宅完備 ・天然温泉施設無料 ・関連施設全館禁煙

・社内カフェテリア ・就業、昇格祝い金  ・海外展示会への参加

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

WEBサイトからも応募可能です

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

こちらのQRコードを
スキャンしてください

福利厚生

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,280円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,280円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,280円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（週4日以上のシフト勤務）（週4日以上のシフト勤務）
時給：1,280円～月給：24～28万円

（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）

正社員 パート
（朝6時から勤務できる方）（朝6時から勤務できる方）
時給：1,280円～月給：22～26万円

（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）

●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）

●業務内容●
記帳・仕訳けやその他、データ入力 / 買掛金・売掛金処理 / 入出
金管理、伝票チェックその他、経理業務

●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）

●業務内容●
社用車（25台）の整備および管理。 その他、付随業務。 物流
業務（梱包・ピッキング）

●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 （正社員は6：00～15：00勤務）

●業務内容●
弦楽器の検品・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）

正社員 27時間分の固定
みなし残業代含
27時間分の固定
みなし残業代含月給：28～38万円 (　　　)

パート 週3日以上
シフト勤務
週3日以上
シフト勤務時給：1,280円～ (　　)

車両整備スタッフ

経理スタッフ

バイオリンの検品、営業

管楽器検品修理・営業

顧客サポートスタッフ

物流倉庫管理アシスタント

クリーンスタッフ ●業務内容●
本社オフィス、倉庫、関連施設の清掃
 （勤務時間： 6：30～ 4時間以上）

※自動車整備士3級以上、車両整備の実務経験者

※1年以上の経理経験者

※大学または専門学校でバイオリンの検品 / リペアを学んだ方

※大学または専門学校で管楽器の検品 / リペアを学んだ方

※必要スキル：基本的なPC操作 (タイピング)

※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

成田から生まれた国内最大級の音楽系優良企業

大切な家族を
手厚くサポート

充実した
福利厚生制度
就業・昇格祝い金や、特別
価格でのカイロプラクティック
施術等が受けられます

最新のフィットネスマシン
が勢ぞろい。スタッフなら
誰でも利用できます

関連会社の天然温泉施設は
家族も入館料無料。 食事や
スパの割引もあり

子育て世代の方には、支援
制度やカウンセリングに
よりバックアップします

スタッフ全体の約4割が女
性。個々の能力を活かせる
多数の職種があります

音楽活動を会社が積極的に
サポート。 練習やライブの
ある日は早退もOK

様々な部署で
女性も活躍中

温泉「大和の湯」が
家族まで無料

大切な家族と
音楽活動をサポート

明るく風通しの良い
安定企業

充実の福利厚生と
キャリア選択

社内にフィット
ネスジム常設

音楽活動を
全力でサポート

募 集 職 種

創業25年の業界最大手企業だから給与水
準もトップクラス。風通しがよくフラットな
人間関係が魅力の明るく楽しい職場

音楽活動を熱烈にサポート! 練習のある
日は早退OK。子育て世代の方には支援金
やカウンセリングなどでバックアップ

自分の持ち味を生かせる多数の職種！
資格取得のサポート制度や外部講習な
どあなたのキャリアアップを応援します

自分らしく充実した毎日を!
正社員・パート大募集


