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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

熊が群がる恐山を一人登山？！

最終編最終編

NCJ109日本とユダヤの
ハーモニーから続く

恐山に生息する子熊に囲まれた恐怖の登山体験！恐山に生息する子熊に囲まれた恐怖の登山体験！
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　日本列島には多くの霊峰が
存在します。古代より山々に
は神が住まわれるという信仰
心が育まれた日本では、いつ
の日も山は人々から崇められ、
愛され、時には畏れられもし
ました。中でも死者が集まる
霊峰として、足を踏み入れる
ことさえままならないほどに
畏れられてきたのが、青森県
下北半島にある恐山です。高野
山、比叡山と共に日本三大霊
山としても知られる恐山こそ、
本州の最北端、みちのくの最
果てに位置する古代聖地です。
　いつか登ってみたいと思って
いた恐山でしたが、2019 年、
遂にそのチャンスが巡ってきま
した。7 月 20 日、青森県上北
郡東北町にて「わかさぎマラソ
ン」の大会に出場することにな
り、いつもどおり地図を見なが
ら新天地を研究していると、大
会が開催される運動公園の会場
から恐山までたったの 75㎞、
車で 1 時間半程度の距離にあ
ることに気が付いたのです。こ
の機会を逃すわけにはいきませ
ん。気ままな一人旅として、恐
山に登ることにしました。

恐山の歴史と背景

　一口に恐山と言っても、その
言葉には色々な受け止め方が
あり、話す人、聞く人によって
イメージは異なります。その原

因は、恐山という名称を持つ山
が、そもそも存在しないことに
あるようです。恐山と呼ぶから
には、山神が斎く聖地であり、
人が足を踏み入れることがで
きない怨霊にとり囲まれたよ
うな未踏の地を想像しがちで
すが、実際は違います。下北半
島の中心にある直径およそ 2㎞
の宇曽利山湖（うそりやまこ）
周辺の山々、8 峰からなる活火
山を合わせて恐山と呼びます。
その最高峰は標高 878 ｍの釜
臥山（かまふせやま）であり、
頂上からは陸奥湾、八甲田山、
岩木山、そして北海道まで望む
ことができます。宇曽利山湖を
囲む山々ということで、恐山は
従来、宇曽利山（うそりやま）
と呼ばれていました。それがい
つしか訛り、漢字の「恐」があ
てられて恐山（おそれやま）に
なったようです。

　宇曽利山湖の湖畔には、9 世
紀に天台宗の慈覚大師、円仁が
開いたといわれる日本三大霊場
のひとつ、恐山菩提寺がありま
す。夢の中で告げられた「東方
行程三十余日の所に至れば霊山
あり」という言葉に従い、本州

を東北方面に向かって歩き続け
た結果、恐山菩提寺の場所が見
出され、そこに地蔵尊を祀った
という伝承が残されています。
その後、天台宗の修練道場とし
て栄え、多くの信奉者が集うよ
うになりました。
　創建からおよそ 1200 年も
経た恐山菩提寺が普通のお寺
と大きく違う点は、広い境内の
至る所で、火山性ガスや水蒸気
が地面から噴き出しているこ
とです。その噴出口は「地獄」
とも呼ばれ、「無間地獄」や「金
堀り地獄」など、多くの固有名
詞がつけられた地獄が存在し
ます。有毒性のある火山性硫黄
臭ガスがあたり一帯に充満し
ているため、恐山菩提寺付近に
は動植物が生息せず、周辺は溶
岩からなる大小の岩石で覆わ
れています。
　その大自然が醸し出す不可
思議な絶景は、いつしか死後の
世界をなぞらえたものと考え
られるようになり、恐山は死者
が連なる場所と考えられるよ
うになりました。そして死者
を供養する場として、亡くなっ
た子供の霊を慰めるための風
車が、いつもカラカラと回って
います。極楽浜とも呼ばれる宇
曽利山湖の美しい浜の手前に
は「賽（さい）の河原」があり、
至る所に石が積み上げられ、慰
霊の印となっています。賽と

は、福を授かったお礼に神仏に
お参りすることを意味する言
葉であり、神々に感謝を捧げつ
つ、慰霊をする場所となったこ
とがわかります。また、大自然
の土壌から噴き出す火山ガス
に包まれた小さな池は、「血ノ
池」と呼ばれ、菩提寺へと向か
う道の途中には三途の川を渡
る太鼓橋が架けられたのです。

　そしていつの日か、恐山は死
者が集まる霊場として、先祖の
霊を供養するだけでなく、実際
に先祖の声を聞き、死者に会う
ことができるという話も伝わり
始めました。例年 7 月 20 日
から 5 日間かけて執り行われ
る恐山大祭では多くの信者が訪
れ、イタコとよばれる霊媒者も
集うようになりました。今日で
も恐山大祭では、菩提寺の一角
にイタコマチと呼ばれるテント
が並び、お祭りのないごく普通
の日であっても見かけることが
あります。そこではイタコがテ
ントの中で待機し、来訪者の願
いを聞きながら口寄せを行って
います。イタコとは元来、神の
花嫁とも呼ばれる霊媒師のこと
であり、死んだ霊を呼び寄せて

語らせることができる人をいい
ます。そのイタコによる口寄せ
行為も、恐山が一般庶民から恐
れられるようになった大きな理
由のひとつです。
　このような霊の世界に関わる
多くの話題が飛び交う中、恐山
はその名前のごとく、怨霊が存
在する怖い山として、人々が恐
れるようになったのでしょう。
死者の霊が漂う山であり、霊媒
師が故人の霊を呼び起こすこと
を常とした恐山だけに、周辺の
山々一帯が不気味な存在のよう
に思われたのも無理はありませ
ん。こうして地域の住民は長年
にわたる言い伝えから、怨霊や
祟りを恐れるようになり、亡く
なった人々の霊を慰めるために
も恐山を信仰の対象として祀る
ようになったのです。その背景
にはいつも、不思議な霊の存在
に纏わる数々の言い伝えがあ
り、それが恐山をより特異的な
存在として世間に知らしめるこ
とになります。

恐山菩提寺はまさに温泉地獄

　羽田を出発して三沢空港に到
着し、レンタカーを借りてから
恐山を目指して運転している
と、やがて緩い坂を下った先に
宇曽利山湖が見えてきました。
直後、湖畔沿いに三途の川のか
け橋となる太鼓橋が目に入りま
す。そしてその先には、恐山菩
提寺の広大な駐車場と総門が見

恐山菩提寺の本尊となる地蔵殿 ガスが噴き出す殺伐とした地獄模様

恐山菩提寺の入口となる総門

三途の川の架け橋となる太鼓橋



えてきました。当初の想像とは
裏腹に、恐山菩提寺のロケー
ションは一見、山とは縁のない
ような湖畔にありました。「ど
こがいったい、山なのだろう？」
と考えながら、車を停めた後、
総門を通り抜けると常夜灯が並
ぶ長い参道があり、正面の山門
をくぐると、その先には本堂と
なる地蔵堂があります。その裏
方には不動明王が祀られ、周辺
一帯が死者の魂が集まる場所と
なる恐山菩提寺の境内を構成し
ています。背後に聳える釜臥山
の釈迦如来と不動明王を合わせ
て奥の院とも呼ばれています。

　そこから先には普通のお寺
の様相とは似ても似つかない、
大自然に囲まれた温泉地獄の
光景が広がります。参道の先に
は本尊である地蔵大士が地蔵
堂にて祀られています。本堂の
すぐ左側から標識に従って順
路を進むと地獄巡りが始まり、
ガスが噴出する広大な自然を
くまなく散策することができ
ます。地獄という言葉は言い過
ぎかもしれませんが、無間地獄
から始まる地獄巡りでは、地表
から火山性のガスがあちらこ
ちらから噴き出す光景を目の
当たりにします。周辺一帯は、
その水蒸気と強い硫黄の臭い
に満ちていました。まさにそれ
が地獄のような光景に捉えら
れても、決して不思議ではない
ような光景です。やがて右手に
大師堂が見えてきて、すぐのそ
の先には水子供養の御本尊と

なるお地蔵様や、延命地蔵尊と
呼ばれる大きなモニュメント
も建立されています。
　火山灰の砂利道の途中には

「賽（さい）の河原」があり、
小さな石がこんもりと積まれた
位牌のような場所があちらこち
らに見られます。これらは亡く
なった子供たちを供養するため
だけでなく、その子供たちが早
死にしたこと詫びるために石を
積み重ねているとも言い伝えら
れています。その地獄巡りの最
後には、極楽浜とも呼ばれる宇
曽利山湖の砂浜と湖の美しい光
景が広がります。エメラルドグ
リーン色の湖を眺めながら歩い
ていると、ふと、その美しさに
我を忘れるような思いになりま
す。お寺参りというよりも、山々
に囲まれた湖の湖畔にある温泉
秘境を散策しているというのが
実感です。

　そして地獄巡りを終えて、境
内の入口付近に戻ってくると、
異様な光景が目に入ってきまし
た。山門そばの参道横から湖畔
に繋がる通路沿いに、小さな古
びたテントが張ってあるので
す。一見、荷物置き場かと思い
きや、「まさか、これがイタコ
マチか？！」テント入口から中
をちょっと覗いてみると、何と
そこにはイタコと呼ばれる女性
が奥に正座しているではありま
せんか！人が訪れるのを待って
いるのでしょうか。それにして
も、あまりに小さく古びたテン
トなので、よほどの勇気がなけ
ればテントの中に入るのは難し

いのではないでしょうか。口寄
せするイタコが今日でも存在す
る究極の霊山が、恐山菩提寺な
のです。また、境内には四つの
温泉が設けられ、共同浴場とし
て利用できることも特筆に値さ
れるでしょう。

恐山に登らない訳には。。。

　恐山周辺には半日しかいる時
間がありません。よって、せわ
しいのは百も承知です。振り返
れば、当初のプランどおり金曜
の朝は 5 時起き。羽田を 8 時
20 分発の飛行機に乗り、9 時
35 分に三沢空港に到着。そこ
からレンタカーを借りて恐山に
向かい、途中、食事の休憩も入
れたため、恐山菩提寺に到着し
たのが午後 1 時半。境内から
湖畔までをくまなく歩き周って
見学を終了したのが午後 2 時
15 分。普通ならここで本日の
旅路は終了となるところでしょ
う。ところがどっこい。恐山菩
提寺に来て、その周辺を囲む恐
山山地の頂上まで登らずして、
どないしますか！一生に一度、
せっかく下北半島まで来たのだ
から、とにかく恐山の山頂まで
登らなければ男がすたる、とい
う思いで登山を決行することに
しました。
　事前の登山情報は限られてお
り、恐山菩提寺から一気に登頂
できる山道が連なるのは、霊場
恐山からその頂上を眺めること
ができる、標高 828m の大尽
山であることがわかりました。
登山道の地図を見ても、確かに
霊場から宇曽利山湖沿いに、大
尽山の山頂に繋がる遊歩道が存
在しました。そしてネット上に
掲載されている登山体験談を確
認すると、大尽山頂上までの往
復距離は 16㎞。おそらく標高
差が 4-500m はある山道だけ
に、この距離はさすがに厳しく
思われました。普通の道を歩い
ても 4 時間はかかるのに、そ
れが未知の山道で、しかも斜面
がずっと続くことを考えると、
登山に 6 時間は見越さなけれ
ばなりません。しかしながら、
時刻は既に 2 時半。日暮れま
で 3 時間少々しかありません。
まかり間違っても 4 時間を超
えてしまうと、暗闇に包まれて
しまう時間帯です。
　魔の恐山に飲み込まれてしま

うのでしょうか？しかしなが
ら、一生に一度の恐山の象徴と
も言える大尽山頂上への旅路と
心得、「えーい！何のその、行っ
てしまえ、3 時間で戻ってこよ
う！！」そう心に決めて、いざ、
出陣です！霊場恐山のすぐそば
にある、宇曽利山湖畔沿いの遊
歩道入口にある駐車場に車を移
動し、ペットボトルの水 1 本
と携帯電話 2 個を携えて、駆
け足で出発です！

宇曽利山湖畔で子熊の群れに遭遇！

　午後2時半に遊歩道をスター
トし、3 時間で 16㎞の山道を
戻ってくるためには、平坦な箇
所は時速 10㎞以上で走らなけ
ればなりません。トレッキング
の経験は十分に積んできたこと
から、トレーニングのつもりで
スタート地点から突っ走ること
にしました。湖畔沿いの遊歩道
はとてもきれいに整備され、快
適です。山林浴をしているよう
な気分になり、スピードもぐん
ぐん上げて、調子よく走ってい
た時、ふと、人気がないことに
気が付きました。「そういえば、
駐車場にも車は 1 台もなかっ
たかな？山道にも人影はまった
くない。。自分一人か。。。」いつ
しか恐山山地の山中でひとり
ぼっちになっていることに、一
抹の不安を覚えました。　
　人生ひとりぼっちとはよく
言ったものです。まさにその真
骨頂が、恐山の登山ではない
か！そんな思いが脳裏をよぎ
り、気持ちよく走っていたその
時、まさかの出来事に遭遇した
のです。ちょうどその直前、遊
歩道を塞ぐように大木が倒れて
いている場所があり、その手前
にはロープが張られ、赤テープ
が 4 か所ついていました。「倒
木注意！」にしては大げさだな、
と思いつつも、何も考えずに
ロープをかいくぐって走り進ん
で行きました。それがとんでも
ない恐怖体験に繋がるとは、想
像もしませんでした。
　宇曽利山湖沿いの遊歩道は、
駐車場から出発すると進行方向
右側に湖があり、左側が山の斜
面になっています。双方とも樹
木が生い茂り、緑でいっぱいで
す。その真ん中に設けられた山
道は遊歩道らしく、綺麗になっ
ています。その快適な遊歩道を
走りながら山道への交差点に向
かっていると、突然、周辺で「ガ
サガサ」と草木が揺れ動いたの
です。しかも左右、同時に自分
の後を追うように、「ザザザー」
と、草木を描き分けるように何
かがついてくるのです。「まさ
か。。。！」いっきに恐怖心がつ
のり始めました。そしてちょっ
と立ち止まると、音は止み、ま
た走り始めると「ザザザーーー」
と後をつけてくるのです。まさ

にジュラシック・パークの恐竜
物語と一緒です。映画の中で、
恐竜は人間を襲う前、陰ながら

「ザザ、ザザ」と音をたてなが
らも人間を見ていたことを覚え
ているでしょうか。それと全く
同じことが、何と、恐山でおき
てしまったのです。
　「参った！」、この化け物の正
体は子熊でした。遊歩道沿いの
湖畔には、無数の子熊が生息し
ていたのです。この想定外の
事態に再度、決断を迫られまし
た。子熊が多いということは、
親熊も近くにいるはずであり、
襲われないとも限りません。ま
た、ひとりぼっちなので、万が
一怪我をしたら、それは死を意
味します。しかしながら一般
的に熊は臆病であり、よほど
お腹がすいているか、いらだっ
ていない限り、人を襲うことは
なく、むしろ逃げていくので
す。これらの情報を一瞬のうち
に頭の中で整理しなければな
りませんでした。ここでUター
ンするか、それとも突き進んで
いくか。もはや議論の余地はあ
りませんでした。無我夢中で遊
歩道を走り抜け、山道を登って
いくことに意義なし！

　親熊に襲われたらどうしよう
か、という一抹の不安があった
ことから、とりあえず素手より
も何かあったほうが安心！とい
うことで、木の枝を折って杖と
し、熊から宣戦布告された際に
は、槍として使うことにしまし
た。人生、何事も経験です。一
生に一度は熊と戦ってもよいの
では、というのは驕りの思いで
しょうか。幸いにも、一旦山道
に入ると、もはや熊の姿は見え
なくなりました。湖畔は水源と
なるだけでなく、豊富な食物も
提供することから、多くの熊が
生息するようになったのでしょ
う。それにしても、まさか恐山
で子熊に囲まれるとは思っても
いませんでした。
　大尽山頂上への道のりは、と
にかく長いです。斜面はさほど
きつくはないものの、これでも
か、と尾根の山道が続き、いつ
になっても頂上が見えてきませ
ん。でもそんなことはもはや、
考えている余裕はありませんで
した。3 時間で帰ってこなけれ
ば夕暮れになってしまうことか
ら、今さら引き返す訳にもいか
ず、ひたすら前に進むだけです。
そしてやっとの思いで遂に、午
後 4 時 7 分、大尽山頂上に到
達しました。あいにく頂上はガ
スがかかっており、何の景色
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「賽（さい）の河原」に積まれた石の山 大きな延命地蔵尊の存在が際立つ

地獄の中にある無間地獄

美しい砂浜に囲まれた宇曽利山湖

イタコの口寄せが行われいるテント

多くの熊が生息する恐山ジャングルだ！



も見えませんでした。それでも、
恐山山地の登山ルートにある大
尽山の登頂に成功したことに、
ひと際の感動を覚えました。
　大尽山の登頂には 1 時間 40
分かかりました。想定内のス
ピードで進んできたものの、疲
労感もひどく、ましてやいつ、
熊が現れるかもしれないと、
ずっと緊張感を保ちながら山道
を早足で進んできたことから、
疲れは倍増です。それでも、も
たもたしている場合ではありま
せん。日没までに登山を完結し
なければ、帰りの遊歩道上で熊
に襲われてしまいかねないので
す。熊に「とおりゃんせ」され
たら、それこそまさに恐山地獄
になってしまいます。問答無用
で、すぐに下山を開始しました。

夕暮れまで往復の登山を 3 時
間で完結するためには、頂上で
5 分休憩したこともあり、残り
1 時間 15 分です。相変わらず
の駆け足で下山を開始し、暗く
なる前に、とにかく車まで戻る
んだ、と自分に言い聞かせなが
ら、徐々に重たくなってくる足
をひたすら動かして進んでいき
ます。それにしても、帰りの下
り道は、上りよりずっと楽にな
るはずなのですが、疲労困憊の
最中、そうは問屋が卸しません。
急斜面の下り坂は膝への負担が
大きく、しかも一歩間違えれば
足をくじいて動けなくなり、そ
れこそ熊の餌食になってしまう
のです。よって、注意深く足元
を見ながら、駆け足で下山を続
けることに集中しました。我慢

のしどころです。
　そしてついに山道を下り終
わり、湖畔の遊歩道にあたる
分岐点まで戻ってきました。
あともう 2㎞、遊歩道を走り抜
ければ車に到達できる地点に
やっと辿り着いたのです！と
ころがそこから駐車場に向っ
て湖畔沿いに走っていくと、
夕暮れの 5 時近くなっている
せいもあったのでしょうか。
やはり湖畔にいた子熊がうろ
うろしているのです。しかも、
その数がもっと増えているの
です！彼らにとって夕暮れは
遊び時なのでしょう。数匹単
位で一緒に木に登ろうとした
りして、群がっているのです。

「おお、こわ！！」これぞ正に
恐山の真骨頂。そこで最後に

熊の写真を撮ろうと、遊歩道
で小休止し、カメラを取り出
そうとしたのですが、そこで
自分にゲキを飛ばしました。

「熊の写真とるのと、命と、ど
ちらが大事なのか！」そう思
うと、「たらたらしてんじゃ
ねー！」と、写真をあきらめ、
そこから全速力で遊歩道を駆
け抜けることにしました。夕
暮れに熊の餌食になっては、
様になりません！無数の子熊
をしり目にして、ひたすら走
ることだけに専念！そしても
はや体力の限界に達した夕方 5
時 32 分、遊歩道の入り口まで
戻ることができました。往復 3
時間の山旅が完結しました。
　入山した時は気がつかな
かったのですが、遊歩道の入口
には、6 本の丸太が立てられて
いたのです。その隙間は 40㎝
少々しか空いていないため、か
ろうじてすり抜けられる程度
の間隔です。これこそ、熊ブ
ロックだったのです。熊が安易
に遊歩道から駐車場に出てき
て人を襲うことがないように、
丸太で熊をブロックしていた
のです。とすると、遊歩道の途
中に貼られていたロープと赤
テープも、熊が多数いるので通

行禁止、ということだったので
しょうか？！そんなこととは
知らず、よくぞ一人で頑張って、
大尽山頂上制覇を達成したも
のです。しかし、生きて帰って
きたことができただけでも、自
分をほめてよいのか、熊が群が
る山の中に入山したことが、無
謀なのか、複雑な思いにかられ
ながら、恐山を後にしました。
　昨今、東北地方や北海道では
熊の繁殖が問題になっており、
人里に出てきては、畑を荒らし
たり、家の中に入り込んだり
するだけでなく、時には殺傷
事件も起きています。そんな
時だからこそ、無事下山でき
たものの、無謀な一人登山は
慎まなければならないと、反
省の念もしきりです。特に恐
山は、多くの熊が生息している
だけに、命がけの登山となり、
一歩道を誤れば、地獄に陥って
しまいます。しかも周辺の地面
からは火山の水蒸気が至る所
から噴出し、まさに生き地獄の
ような雰囲気を呈しています。
そんな危険な山道だからこそ、
恐山で熊に襲われるという事
故が起こらないことを、ひたす
ら願うばかりです。恐るべし、
恐山。。。        （文・中島尚彦）
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昨今の登山ブームの流れに加え、8月になると登山シーズンは
ピークを迎え、大勢の方が山の頂上を目指したことでしょう。
今年は7月が雨ばかりだったので、待ってましたと言わんばかりに
梅雨が明けた8月に登山した人も多かったのではないでしょう
か。そこで今月は、究極のソロ登山体験ということで、日本三大
霊場でもある青森県下北半島にある恐山での体験談を綴って
みました。やっぱり生きているって言うことは素晴らしいですね。

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/

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

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（料金は全て税込価格で掲載しています）

年中無休10:00〜22:00
営業時間  

最上級のフィットネス施設最上級のフィットネス施設

入館料500円券

＊ 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

極上の天然黒湯
肌から感じる至福のとき

有効期限: 2019年9月30日有効期限: 2019年9月30日

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

案内看板
JR成田線
下総松崎

★ 坂

上福田交差点

★
http://www. yamatonoyu.com

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

技へのこだわり、
細やかなおもてなし

2018年 エクセレンス認証2018年 エクセレンス認証ン2018201820182018年年年年 エクセレ エクセレ エクセレ エクセレンンンス認証ス認証ス認証ス認証ンス認証ス認証ス認証ンス認証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

♦ 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

408

本格江戸前寿司本格江戸前寿司
秋刀魚の刺身
シマアジの刺身
〆サバ
星の雫（握り八貫・他）

澪つくし（ちらし寿司・他）

.. . . . . . . . . . . . . . .  800円～
. . . . . . . . . . . . .  900円～

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800円～
. . . . . . .1,200円   

.1,200円   

熊の恐怖に悩まされる草木で覆われた山道 倒木手前にはロープが張られ行き止まりに！
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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

※履歴書を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：1,250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：1,250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：1,250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：1,250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：1,250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●
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。 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●
本社物流倉庫にて取扱商品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。 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）

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：1,250円～ (　　)

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）

※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

募 集 職 種

働きやすい! サウンドハウスの魅力!

□ 充実した福利厚生プラン □ 業界トップクラスの給与基準 □ 主婦を含む女性も大活躍
□ 3LDKマンションの社宅 □ 子育て世帯を手厚く支援 □ 社内にフィットネスジム常設
□ 広々とした社員食堂（カフェテリア） □ 家族と一緒に天然温泉へ優待 □ 車通勤にも交通費支給

大切な家族や
音楽活動を
サポート

明るく
風通しの良い
安定企業

さらに!

充実の
福利厚生と
キャリア選択

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

充実した仕事とプライベート


