Lastra

Gift of Life

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love...

古代の人々が夢に見た「愛ある人々の国」を創りたい ...
そこから生きてゆきたいと願う想いを継いで。
そして、さらに先へと和する ( 愛 ) 想いをつなぎ、
一体であることをベースとして、「Lastra」を創造しています。

メディカルからメディテーションへ…
メディテーションとは一体性への回帰のこと 一体性へのシフトの時代

世界の文明や社会は長きにわたり、分離の価値観をベースとして構

築されてきました。分離を土台として構築された生活、教育、文化、
科学、哲学、医療…は本来、一体であるこの世界の構成要素のリアリ
ティ（電子・素粒子の性質）に合っていないために、今、世界は限りな

いエントロピー増大の流れの中、限界をむかえているかもしれません…。
「Lastra」のエグゼクティブ・プロデューサーであり、HEALING の

世界が癒しを必要とする変化の時代にあって、ヒーリングを超

えた「Lastra」を創設することに決めたのも、「メディカルからメ
ディテーションへのシフト」を実現した、いまだかつてない一体
をベースとした、世界の見本となる地球のモデルとなるリゾート

（楽園）を人生最後の仕事として手掛けたい、そして、愛の世界

創りをもう一度試みたいという想い、そして、夢…。壮大なる願

創設者は若き青年実業家（18 歳）の頃、πウォーターの生みの親であ

いがその背景にはあるのでしょう…。

た量子力学、エントロピー減少についての膨大な叡智をベースに、２

の名を持って展開し、その名の意味するところは、本来、古代か

を生み、初めて導入した抗酸化・高エネルギーのヒーリングリゾート

活力にあふれ、美しい軌道をまわる、デザインも美しい、エント

る博士のスポンサーとなりました。それゆえ、彼は博士から伝授され
３歳の時に与論島に博士のノウハウを元に、最先端の癒しのリゾート
「プリシアリゾート」としました。世界ではじめて、エントロピー減

少のリゾートを与論島に総工費５６億円をかけて、ギリシアのミコノ

スを想わせる白亜のリゾート「プリシアリゾート」が誕生したのです。

バージョンアップした癒しの商品を新しいブランド、「Lastra」

ら伝わる愛と真の科学が記された石版でもあることから、電子が
ロピー減少へと向かわせるものだけを選び抜いたものでした…。
そして今、ウェア、ホームグッズ、家具、家、住宅、車、船、

飛行機など未来に向け世界中から厳選されたヒーリング仕様の

そのリゾート内には特殊セラミックスを焼いて、そこにふれ続けるこ

アイテムが生まれようとしています。

れ、訪れた人々をはかりしれないほど癒していたそうです。それが、今

声を信頼し、新しい世界に向けて船出した勇気ある古代の人々、

人間の心も一体（愛）をベースとした電子的秩序によって営まれて

する人々、そして、約束の東（イースター）の地へ向かうことを

とでうまれる強力な抗酸化力を持ったπウォーターとよばれる水が流

他と見える人々をも傷つけたくないとする自らの内なる宇宙の

から３５年前に遡ります。

私たちの先駆者…。楽園を胸に抱き、この星に楽園創造しようと

いるのなら、電子が正しくまわっている岩盤や岩、セラミックと同じ

決めた、そう願う方々がつながる場所こそが、「Lastra」でありた

人間が分離を習い、分離の価値観を信じたがゆえに、人類がその価値

和 ( 愛 ) を尊び、あらたなる量子的愛の世界創りに尽くす人々が

化して、エントロピー増大や、電磁波の諸問題へたたかいの日々へと

ものや場所として、そして、そのような人々が、新たなる美しき

代々、淡路島の神代にある寺や神社を営む家系ゆえの価値観から、

に…。すべては未知であり ひとつである宇宙のことわりをベース

ように、人ももとは電子が正しくまわっていたのだと気づいた彼は、

いと、私たちは願います…。

観で世界を構築してきたために、人間の電子（愛の粒子）が乱れ、劣

世界中から集うところとして、その想いを持つ人々を癒し、育む

強く向かってしまったとのではないかと感じてきました…。

世界を生み出すための言動力となり、役目をはたして還れるよう

一体であることをベースとした両親の元に育まれた上に、量子力学や

とした文明の誕生に寄与できるように…。

こともあり、未来はあらゆる分野で電子が美しい軌道を描く、一体に

繁栄、しあわせ、健康…をかたちづくる、ひな形、見本として、

エントロピー減少を学び、若き日より、精神世界に身をとうじてきた
つながった愛ゆえの電子を取り戻していくヒーリングの時代になると
いう先見を持って、事業を推進してきました。そこから、彼が世界で
初めて開発した岩盤浴の機器は、電子の美しい軌道、また流れを創る

ための、また一体なる素粒子の美しい場を生み出すための、メディテー
ション・サポートのためでした。

「Lastra」は、これからの時代の真のステータス、栄誉、豊かさ、

世界に羽ばたいてゆくことでしょう…。

Lastra Gift of Life
いのちの贈り物

「Lastra Gift of Life 」のブランドの商品たちは、世界中から電子が正しくまわっているもの
自然栽培や天然力をつよく持ったものたち、本来大自然が持っていた、とてつもない天然力を備えた
この星の奇跡のようなものたちを探し見つけ、セレクトして生みだしてまいります。
すべてとひとつであるところから、いのちを提供してくれる生物たちや植物たち、鉱物たち。
それは、まさに自然界からの贈り物。
そんな想いから「Lastra」のブランドを「Lastra Gift of Life」と名づけました。

Lastra

Gift of Life

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love...

自然界の叡智を集結し超自然生命力へ回帰する
Return of Super Natural Life with Concentrated Natural Wisdom"Lastra "

私たちが選ぶものが、美しい未来を創っていく…。
生命力あふれる食事や生活をセレクトすることは
美しい森や大地、美しい海や川を育むことにつながっています。
人間の身体も大地もすべての生命たちが、本来の力を取り戻していけるようにしたいと考えています。
大切に育まれた生命を大切にいただくことで、身体も大地もよりよくなっていく。
正しく循環していく。身体も喜び、地球も喜ぶ製品を心をこめて創っています。

「本当にいいものを届けたい…。」
「本当にすばらしいものを生みだしたい…。」
と想うとき、１００% 自然なものは雑貨となることがわかりました。

長き古い時代背景の中で、本当によきもの、破壊されていない、生命が本来持っている
力のあるものは、すべて天然、自然栽培、バイオなどの自然界の贈り物でした。
世界中に存在する天然力、生命力、抗酸化力、還元力にとくにすぐれたもの
電子を正しくまわらせることのできるものだけを徹底的に選びぬき、それと同時に害になるものも
厳重に選び抜き、徹底的に注意して、本当に力のあるものを届けたいという一心であったとき
それは「ZAKKER-HERB」となりました。「Lastra Gift of Life」は「ZAKKER-HERB」です。
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Lastra

MANA

The ancient Jewish people treasured "wa" harmony (love) as a law...
They headed for the promised land in the east to create a beautiful
land of love which God wished for.Not to ruin people who look
others but themselves, to protect lives of those who came to attack
them,they carried Torah stone tablets about the true law of
prosperity (Ten Commandments) and Mana (seeds of grains) from
their homeland to prepare for a long journey...

G i ft o f L i f e
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

いのちの贈り物

Lastra MANA

古代の人々は、和すること（一体性）を法とする民でした…
他と見える自( 人 ) を滅ぼさないため、攻め込んで来る人々の命を守るため、
真の繁栄の法則の書かれた石版ラストーラー（十戒）と長き旅に備えるために、
ふるさとからマナ ( 五穀の種 ) を大切にツボにいれて
神に愛される美しき愛の国を創るために東の約束の地へむかったそうです…

7

Lastra MANA

PREMIUM SOUP SERIES
プレミアム スープ シリーズ

自然栽培のいのちの力
生命エネルギーの一番高い旬の自然栽培のお野菜を
ベースとして、徹底的にこだわりぬいた材料、
Lastra スーパーバイオウォーター、抗酸化力に溢れる
素材を使い、自然治癒力 天然力還元力を
強化したスープを創りました。

Lastr a

MANA

G i ft o f L i f e
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

いのちの贈り物「Lastra MANA」のシェフに選ばれたのは
エグゼクティブ・プロデューサーの心の友である名シェフでした
一流ホテルのシェフを経て独立し東京・麻布でレストランを開い
たのち、那須御用邸の近くにてレストランを開業。その味は皇室
の方々に深く愛されるほどでした。すでにご隠居の身のハート美
しき心の友の同シェフをくどきおとし、この度、誕生したのが、
同じく親友のナチュラル・ハーモニー代表、河名氏の自然栽培と
シェフの腕が可能にした愛しさいっぱいの生命力・天然力にあふ
れる いのちの贈り物「Lastra MANA」のスープです。
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Great chef

Lastra MANA

Natural Vegetables

Completely additive-free

野菜へのこだわり

素材へのこだわり

自然栽培の大地で大切に育まれた
野菜のみを厳選しました。季節の
旬なお野菜を丸ごと、ふんだんに使い、
大切にスープにしました。だからこそ、
自然の本来の力と素材のもつ旨味がたっ
ぷりつまっています。野菜そのものの味
わいをご堪能ください。

スープに使われているすべての素材を徹底的
にこだわっています。塩、牛乳、バター等、
そのすべてが自然栽培の第一人者でオピニオ
ンリーダーであるナチュラル・ハーモニー
代表 河名氏おすすめのものを使用しました。
主役の野菜たちの持ち味を存分に活かしなが
ら超自然な素材を使用しています。

Lastra Super Bio Water

水へのこだわり
使用するお水は、特にこだわっています。
スープのお水には、人の体液に非常に近
いと言われる生命力あふれる Lastra スー
パーバイオウォーター・量子水をたっぷ
り使用して、「細胞が喜ぶスープ」にな
りました。

PREMIUM SOUP SERIES
プレミアム スープ シリーズ

旬のお野菜を大切に お手軽に お手元へ
自然栽培のお野菜を一番美味しい旬の季節をとらえて、
大切に新鮮なまま調理してお届けしています。

Lineup
季節の野菜ポタージュスープ
シーフード スープ
クラム チャウダー
季節の野菜カレー
スープはその時期に採れた自然栽培のお野菜でお創りしております。

自然栽培のお野菜を使用しているので、メニューは季節により異なります
保存方法：冷凍保存 保存期間：３ヶ月
内容量：250cc/1p
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Lastra MANA

Last r a

MANA

Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

BASIC RICE SERIES
ベーシックごはん シリーズ

MANA マナとは…
古代の人々は MANA をとても大切にしました。MANA とはお米のことです。
MANA を大切にツボに入れ、自らの愛を守るために、争いを避け、ふるさとを捨て
シルクロードを渡ったそうです。それは、すべてがひとつの一体性をあらわす
「神のつぼ

MANA」と呼ばれていたそうです…

いのちの贈り物 Lastra MANA
ベーシック ごはん シリーズ
無農薬、無化学肥料 自然栽培のお米を使用した

おかゆ・玄米ごはんは、Lastra スーパーバイオウォーター、

量子水で炊き上げ、自然の恵みそのままにレトルトにしました。
ミネラル等微量成分が豊富な大地の力を、毎日の食卓に、
お届けいたします。
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Lastra MANA

BASIC RICE SERIES
ベーシックごはん シリーズ
自然栽培の玄米 100% にこだわった、ご飯・おかゆ
シリーズ。大自然の恵みをそのままにお届けいたします。
低温でゆっくり熟成させ、やわらかく炊き上げました。

お子様からご年配の方まで食べやすい生命力溢れるごはんを、豊富に
取りそろえました。緊急時の保存食としても、ご利用くださいませ。

完全無添加の高温殺菌レトルトパッケージ
レトルト食品には添加物が必要という常識をくつがえした
画期的な高温殺菌レトルトパッケージを採用しています。
常圧 122℃で調理と殺菌を同時に行う高温製法により、
安心・安全な完全無添加を実現しました。

LMGOL-0001
名
称 : ベーシックごはんシリーズ
内容量：玄米ご飯 :200g おかゆ：250g
賞味期限：直射日光を避け、常温で１年間

Line up
玄米がゆ：
焙煎玄米がゆ
豆乳玄米がゆ
古代玄米がゆ
雑穀がゆ
白米がゆ：
白がゆ
玄米ごはん：
熟成玄米ごはん
雑穀玄米ごはん
あずきごはん
メニューは季節により異なります
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Lastra MANA
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Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
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Lastra Mana Awajishima no Umi no Okurimono Kanten
淡路島の海の贈り物 寒天

淡路島の豊かな海で育まれた天草（寒天）と諭鶴羽山系の山深い清水と、
さらに量子水を加え丹精込めて創りあげた自然食品です。
量子水の働きにより、素材本来の力を活性化しております。
寒天の最大の特徴は、その食物繊維の豊富さにあります。
乾燥状態では 80% も食物繊維を含み、あらゆる食材の中でも抜群の含有量です。
寒天の食物繊維は水溶性と不溶性の 2 種の特徴を併せ持ち、消化吸収のすべての
段階で作用してくれます。食物繊維は第６の栄養素とよばれるほどに、
様々な予防や改善におすすめです。無糖タイプと自然栽培のミネラルと
カルシウムに富んだ黒糖タイプの２種類をご用意しました。
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Lastra MANA

Awajishima no Umi no Okurimono - Agar Plain
「淡路島の海の贈り物

寒天」

無糖タイプ

黒糖蜜付き

天然の天草を原料に海の恵みがたっぷり入った無糖タイプのシンプルな
味わいです。ダイエットや糖分が気になる方にもおすすめです。

夏季は、冷たくしてお召し上がりください。するりとしたのどごしを

お楽しみください。さらに高調波、高エネルギーのまったく新しい水へと
昇華させる、量子水を配合。浸透力が高いため、身体のすみずみまで

くまなく流れ、浄化作用をサポート。美しい水が美しい水の流れを創る…
そして、いきいきした本来のいのちのちからを取り戻す…

KANTEN-plain

LMGOL-2001

名 称 : 寒天 無糖タイプ 黒糖蜜付き
原材料 : 天草（淡路島産）、黒糖（沖縄産）
内容量：300g×２個

Awajishima no Umi no Okurimono - Agar Brown Sugar
「淡路島の海の贈り物

寒天」

黒糖タイプ

自然栽培のミネラルとカルシウムに富んだ黒糖タイプは、ほんのり甘く
お子様からご年配の方まで食べやすい、人気の商品です。

さらに高調波、高エネルギーのまったく新しい水へと昇華させる、

量子水を配合。浸透力が高いため、身体のすみずみまでくまなく流れ、
浄化作用をサポート。美しい水が美しい水の流れを創る…
そして、いきいきした本来のいのちの力を取り戻す…
夏季は、冷たくしてお召し上がりください。
するりとしたのどごしをお楽しみください。

KANTEN-kokutou

LMGOL-2002

名 称 : 寒天 黒糖タイプ
原材料 : 天草（淡路島産）、黒糖（沖縄産）
内容量：300g×２個
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Premium Tomato Juice
プレミアムトマトジュース

いのちの贈り物 無施肥 無農薬 自然栽培手づくりトマトジュース

30 年前から一貫して無施肥・無農薬栽培を行っている農園で
創られたトマトジュースです。味わい深くとろみが深く、濃厚
な味わいのトマト果汁に高調波処理された量子水が加わって地
球上の生物が美しく生きるためにとの願いから生まれたトマト
ジュースです。
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LMPTJ-0001
名 称 : プレミアムトマトジュース
原材料 : 自然栽培トマト・量子水
内容量：180ml

Lastra MANA

L as t r a

MANA

Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Lastra Pure Natural Juice
大地の贈り物 ラストラ ピュア ナチュラル ジュース

大自然のエネルギーがあふれている旬のお野菜とフルーツだけでジュースを創りました。
大地のちからをそのままに四季折々の旬のエネルギーの高い自然栽培のお野菜やフルーツに
徹底的にこだわりました。熱に弱く、生の食材にしか含まれていない酵素やビタミンなどの
栄養をフレッシュなまま美味しく体内に取り入れていただきたいからこだわりの天然素材を

コールドプレスのジュースにして、お届けすることにしました。コールドプレスジュースとは、
専用の機械で、熱や摩擦をできるだけ加えず、野菜やフルーツの水分だけを絞り出した

Lineup
フレッシュにんじんジュース
季節フルーツジュース
たっぷり野菜ジュース

ジュースのことです。消化の負担を減らしながら、忙しい日常でも、心身の調子を整え、身体の
中から美しく ... オートファジーで細胞を活性化する際のジュースクレンズとしても、健康的な
ライフスタイルをサポートします。

ジュースの種類はその時期に採れた素材を新鮮なままに

ジュースにしております。ラインナップは季節により異なります
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Lastra MANA

Last r a

MANA

Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Lastra Premium Tea
ラストラ プレミアム ティー

44 年前から、無施肥無農薬栽培で大切に育まれた日本でたったひとつの茶畑です。
1200 年前よりお茶づくりを始めたという日本最古の茶産地、朝宮。
滋賀県琵琶湖の南にある標高 300~400m の高原地の恵まれた気候や風土は、年間の温度差が
大きく川筋に霧が発生しやすいなど、茶づくりに最高の条件を備えています。歴代の天皇や、
茶の通人に愛好されるほどの比類なき香味の「朝宮茶」の伝統を育んできました。
その朝宮のこだわりの茶園から、44 年以上前から無施肥無農薬栽培、
人と自然がひとつとなった安心・安全なお茶をお届けいたします。
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Lastra MANA

Lastra Premium Green Tea
無施肥・無農薬栽培 ラストラ プレミアム

煎茶

日本最古の茶産地、朝宮からお届けする「朝宮煎茶」は、

農薬、化学肥料、除草剤を一切使用しないことはもちろん、
有機肥料さえ使用しない環境の中で栽培されています。
自然そのもののきよらかな風味をご堪能ください。

LMGPT-0001
煎茶

100g パックタイプ

名 称 : 無施肥・無農薬
産 地 : 滋賀県
内容量：100g パック

煎茶

LMGPT-0002
煎茶

ティーバッグタイプ

名 称 : 無施肥・無農薬栽培 煎茶
産 地 : 滋賀県
内容量：3g ティーバッグ ×10 個入り
保存方法：開封前は直射日光をさけて保存してください 。

Lastra Premium Tea
無施肥・無農薬栽培 ラストラ プレミアム

紅茶

歴史ある茶の産地「朝宮」で 30 年以上農薬を一切使用しない茶園で
栽培される希少な紅茶です。初夏の新芽の先の部分だけを使用した

さわやかでやさしい風味は、お砂糖なしのストレートでも味わい深い
ことが特徴です。

LMGPT-0003
紅茶

100g パックタイプ

名 称 : 無施肥・無農薬
産 地 : 滋賀県
内容量：100g パック

紅茶

LMGPT-0004
紅茶
名

ティーバッグタイプ
称 : 無施肥・無農薬栽培

紅茶

産 地 : 滋賀県
内容量：3g ティーバッグ ×10 個入り
保存方法：開封前は直射日光をさけて保存してください 。
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Lastra MANA

L as t r a

MANA

Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Lastra Botanical Coffee
ラストラ ボタニカル コーヒー

人間に汚染されていない、手つかずの大自然のエネルギーがまだ残る大地のコーヒー豆を探していました。
それは、インドネシアの秘境の森にありました。
そんな静かな森林の中で「Lastra Botanical Coﬀee 」のコーヒー豆は栽培されています。
澄んだ空気、緑に覆われた大自然、山々の静けさの中から小鳥のさえずりがこだまする。そんなインドネシアの山奥の森林には、農薬など無用です。
標高 1400〜2000 メートルの静かな山々の傾斜面を利用したコーヒー農園は、自然林に育まれてコーヒー豆を栽培しています。
寒暖の差が大きく、降雨量に恵まれているため、そこには豊富な腐葉土に覆われた豊かな土壌があります。

「今まで飲んできたコーヒーはコーヒーではなかった。」と感じるほどの最高品質のコーヒーを現地で飲むそのままの美味しさのままお届けしたい…。
そのために現地に出向き、直接買い付けをして、コーヒー豆を厳選しています。配送時に酸化して、風味をそこなわないよう、
新鮮なままに、最高品質の風味と美味しさを迅速にお届けすることを心がけています。

安心・安全・新鮮のクォリティを究極まで高めた稀有なるコーヒー豆で、至福のコーヒータイムを お過ごしいただけます。
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Lastra MANA

Lastra Botanical Coffee
ラストラ ボタニカル コーヒー 100g

インドネシアのコーヒー農園から直接

お届けする最高級の完全無農薬コーヒー豆。
苦味や酸味がなく、とても飲みやすく美味し
いコーヒーをお楽しみください。

LMGBC-0001
名

称 : ボタニカルコーヒー

産 地 : インドネシア奥地
内容量：100g

Lastra Botanical Drip Coffee

ラストラ ボタニカル ドリップ コーヒー 5 パック
インドネシアのコーヒー農園で栽培される最高級の
完全無農薬コーヒーをドリップバッグにしました。
至福のコーヒータイムをお楽しみください。

LMGBC-0002
名

称 : ボタニカルコーヒー

産 地 : インドネシア奥地
内容量：10g×5 パック

保存方法：開封前は直射日光をさけて保存してください 。

19

Lastra MANA

Lastra Coconut Oil
100% エクストラ ヴァージン ココナッツ オイル

世界一のココナッツ生産国から届いた完全無添加・
無化学物質・未加工の
100% エクストラヴァージンココナッツオイル
世界一のココナッツの生産国、インドネシアの熱帯性気
候の中で育ち、完熟したココナッツの実を採取後、胚乳
をすみやかに低温下で搾油した 100% 天然植物オイルで
す。精製・漂白・脱臭や水素添加、添加物、化学物質を
一切使用せず、高温処理もしていません。酸化されず、
賞味期限が 3 年以上と非常に長いのも特徴です。
甘い香りがここちよいオイルは、天然エネルギーの宝庫
の植物オイルとして、古来から「一瓶の薬局」といわれ
るほど様々な用途に利用され、現在、世界中で健康志向
の皆さまの注目を集めています。利用しやすい分包タイ
プでご提供いたします。

Last r a

MANA
Gift of Life

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

LMGCO-0001
名 称 : エクストラ・ヴァージン・ココナッツ・オイル
原材料 : ココナッツオイル
内容量：5cc×90 包

Lastra MANA

Las tra

Forest Water
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Forest Water
フォレストウォーター 白樺樹液

大自然の恵みが凝縮された「生命の水」
そこには生命の神秘が秘められています。
白樺の樹が芽吹く時にだけ、採取することのできる白樺の樹液。
樹が成長する時に必要なエネルギー、ミネラル類をふんだんに含んだ
「生命の水」さらに、特殊な技術で高調波、高エネルギーの
量子水を配合しました。

Lastra

G i ft o f L i f e

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love...

LMFWM-0001
名 称 : フォレストウォーター
原材料 : 白樺樹液、量子水
内容量：200ml

白樺樹液

保存方法：開封前は直射日光をさけて保存してください 。
開栓後は、お早めにお飲みください。
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Lastra Life Water

L as t r a

Life Wat er
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Lastra Life Water

ライフ ウォーター

植物のちからをそのままに…

Direct from Plants

ライフ ウォーター

「ライフウォーター」は、自然な植物の花・茎・葉などから、新しい技術によって抽出される植物の細胞水です。

Direct
from Plants to Human
植物が細胞内に元々蓄えている水分、細胞水には、植物の生命維持に欠かせない有効成分が溶け込んでいますが、熱に弱いため、

それを壊さずに取り出すことは非常に難しかったのです。「ライフウォーター」では、植物に優しい温度（３５度前後）で細胞液を取
り出す低温真空抽出法という特許技術を使用し、水を一切混ぜずに 100% 植物から出た細胞水を取り出すことに成功しました。

低温真空抽出法では、植物が活発に生きている温度状態でその成分を取り出すことができるので、細胞水には、植物自身が身を守る
ための抗菌作用を持つ成分など、多くの貴重な有効成分がそのまま含まれています。化学物質を一切使わない抽出のため、植物が持
つすべての成分がそこなわれることなく、ダイレクトに取り出された「いのちの水」、活性水と言っても過言ではありません。
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Lastra Life Water

Life Water

ライフ ウォーター

植物の生命維持には欠かせない有効成分が
そのまま溶け込んでいます。
「ライフウォーター」は、無農薬栽培または野生の植物の花・茎・葉・根
などから、低温および化学物質不使用の新しい技術によって抽出した植物
の細胞水です。化学物質を一切使わず、時間をかけて行う低温抽出のため、
植物が持つすべての成分がそこなわれることなく、ダイレクトに取り出さ
れた活性水です。

Lastra

G ift of Life

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love...

屋久島 杉 / 屋久島 苔 / 屋久島 ウコン / 屋久島 ガジュツ
屋久島 緑茶 / 白樺 / 菊芋 / 海水

原材料は、自然栽培のもの、または大自然で自生している新鮮な
素材をそのまま抽出しております。季節によって種類は異なります。
名 称 : ライフウォーター
内容量：100ml

LMLWS-0001~LMLWS-0008

Life Water
ライフ ウォーター 8 items each

８種類の自然界の精妙なるちからをいただく
「ライフウォーター」８種を全種類すべて詰めた
トライアル用セットボックスをご用意しました。

名 称 : ライフウォーター
内容量：20ml ８種 各 1

8 items each8SET BOX

LMLWS-1001-8P
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Lastra Herb Powder

Yakushima sugi
Yakushima ukon
Yakushima gajyutsu
Yakushima green tea
Shirakaba
Kikuimo
Grapefruit

Lastra

Herb Powder
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Herb Powder

Lastra Herb Powder

Lastra Herb Powder
ホリスティックハーブパウダー

無農薬栽培または野生の植物の花・茎・葉などから、一切加水したり、
化学物質を使うことなく、低温抽出法で 植物そのままが持つ芳香成分・
揮発成分・不揮発成分などを変質 させることなく、分離してパウダー
状にした完全で純粋な 天然原料の製品です。植物の持つ豊富な栄養成
分がそのままふんだんに含まれています。

屋久杉 / 屋久島ウコン / 屋久島 ガジュツ
屋久島 緑茶 / 白樺 / 菊芋 / グレープフルーツ

Lastra

Herb Powder
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

LMHPS-0001~LMHPS-0007
名 称 : ホリスティックハーブパウダー
内容量：100g
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Lastra Healing Spa

Lastra

Healing Spa
Gift of Life

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Holistic Soap & Savon Water
ホリスティックソープ / ホリスティックシャボンウォーター

石、水、土、樹木、植物の力が融合し、自然界の力が凝縮したソープが誕生いたしました。
20 数種類のヒーリングストーンパウダーと Lastra スーパーバイオウォーター
そして自然栽培による 80 種類の薬草酵素がひとつになった、
潤いのある使い心地が毎日のケアに欠かせない一品となるでしょう。
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Lastra Healing Spa

Holistic Soap

ホリスティックソープ

20 数種類のヒーリングストーンパウダーと
Lastra スーパーバイオウォーター

そして自然栽培による 80 種類の薬草酵素を融合させたソープです。
まるで電子がもとの正常な軌道に戻る感覚…。

ご使用後、そんな言葉がおのずと出るほどの稀有なる体験となることでしょう。
自然界の贈りものを大切に、桐箱に入れてお届けいたします。
LMHWS-0001
名

称 : ホリスティックソープ

- 桐箱入り -

原材料： 食用リサイクル油、薬草酵素、ヒーリング鉱石
ミネラル水、Lastra スーパーバイオウォーター、苛性ソーダー
内容量：38g

LMHWS-0001-5P

名 称 : ホリスティックソープ 5 個パック
内容量：38g×5 個
防腐剤、合成着色料、合成香料不使用です。

Holistic Savon Water

ホリスティックシャボン ウォーター

20 数種類のヒーリングストーンパウダーと
Lastra スーパーバイオウォーター

そして自然栽培による 80 種類の薬草酵素を融合させた

シャボンウォーターは、ホリスティックソープにさらに酵素を施し、
リキッド状にしたものです。

ご利用後、あらゆるものが元の位置におさまる感覚…

まるでマイナスイオンの滝を全身に浴びたような感動を
ご体感ください。
LMHWS-0002

名 称 : ホリスティック シャボン ウォーター
原材料： 食用リサイクル油、薬草酵素、ヒーリング鉱石
ミネラル水、Lastra スーパーバイオウォーター、苛性ソーダー
内容量：150ml

防腐剤、合成着色料、合成香料不使用です。
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Lastra Healing Spa

L as t r a

Healing Spa
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Hormesis Terahertz Spa Products
ホルミシス テラヘルツ スパ プロダクツ

大地の力、天然鉱石には電子の正しい軌道をとりもどす、美しい円の軌道に導く力を持っています。
そこから自然治癒力が活性化され、自然本来の生命の流れを蘇らせます。
高エネルギー、高周波の軌道に修復し自然本来の美しさに導くことでしょう…。
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LMHWS-0003
名 称 : ホルミシス テラヘルツ シャンプー

LMHWS-0004
名 称 : フォトン ウォーター 美容液

原材料：珪素・シリカ・ツバキ油・アルギニン・馬油
薬石・ヒアルロン酸・加水分解シルク

原材料：イオン交換水・セリシン
コラーゲン・量子水

内容量 ：150ml

内容量：20ml

Lastra Healing Spa

Lastra Stone Spectrum Toothbrush
ストーンスペクトル歯ブラシ
白金や水晶その他 20 数種類のナノ化したヒーリングストーンパウダーを練り込ん
だ歯ブラシです。歯磨き粉不要で水だけで清潔な口内環境へ。

毛に練り込んだヒーリングストーンパウダーの力が持続的に発揮され、歯茎や舌の
リフレッシュにもおすすめです。

【柄の材質】 ＡＳ樹脂
【毛の材質】 ＰＢＴ
（イオン粉末、植物性カーボン、ヒーリングストーン配合）
【毛の硬さ】ふつう（0.15mm）
【耐熱温度】８０度

LMHWS-0005
Size：H175mm
ストーンスペクトル歯ブラシ
ストーンスペクトル歯ブラシ 5 本セット

Lastra Healing Slipper
ラストラ ヒーリング スリッパ

「Lastra」はスリッパにもこだわりました。

Lastra Healing slipper には、３０種以上の鉱石パウダーを練り込んだシートを
足裏に配しました。健康は足元からと言われます。

足は第二の心臓と呼ばれ、全身の血液循環に大きな影響を与えているからです。
全身の健康にかかわる足を大切にしたいという想いから、ふんわりしたホワイ

トベルベットのベースに Lastra ロゴをシャンパンゴールドで刺繍したスリッパ
を創りました。
LMHWS-0006
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Lastra Healing Spa

L a st r a

Quantum Healing Towel
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love.

Lastra Quantum Healing Towel
クォンタム ヒーリング タオル

そよ風をつむいだようなかろやかさと雲のようなやわらかさ
こんなタオルをずっと探し求めてきた、そんな憧れのタオルが完成しました。
手にとった瞬間、そのまろやかさ、そのやわらかさに…

笑みがこぼれてしま

うかのようです。その理由は、美しい電子が巡っている数十種類の天然鉱石、
数種類の貴金属、数種類の宝石類をナノメートルにまで粉砕・融合させたもの
を糸に直接練り込んだ上に、さらにその最高級の綿糸１本１本を、中空加工（中
が空洞）という特殊加工に耐えうる、強くてしなやかな糸を世界中から厳選し
つくして、クォンタムヒーリングタオルが完成したからなのです。
いつも電子が、この星が美しく回るようにとハートをこめてつくりました…。
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Lastra Healing Spa

Lastra Quantum Healing Towel
クォンタム ヒーリング タオル

古代から 鉱石がもつ光の力が 治療や癒しに珍重されてきたといわれます…。
見た目のボリューム感と、手にとった瞬間のギャップにとまどいます…。そよ風をつむいだように
かろやかなのは、綿糸１本１本が、特殊加工により中空（中が空洞）であるため…。中空加工に耐
えうるような強くてしなやかな超長綿を世界中から厳選しました。丈夫さと軽さを両立させながら、
心地よく吸水性も高い比類なきハイクォリティーのタオルです。さらに、タオルの糸には数十種類
の天然鉱石に加え、白金・金・銀・ルビー・サファイヤ・エメラルド・ヒスイ・水晶等の貴金属・
宝石類をナノメートルの極微小にまで粉砕・融合させて糸に直接練り込み、混紡した特殊なファイ
バーも使用。宝石や貴金属が持つ光のちからが、どこにもない癒しを可能にしました。

Towel - Bath Robe
LMQHT-0001
名

称 : タオル バスローブ

サイズ：フリーサイズ

Towel - Bath Towel
LMQHT-0002
名

称 : タオル バスタオル

サイズ：W690×H1360mm

Towel - Face Towel

Towel - Bath Mat

LMQHT-0003

LMQHT-0004

名 称 : タオル フェイスタオル
サイズ：W350×H990mm

名

称 : タオル バスマット

サイズ：W690×H430mm
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L as t r a

Silk Healing

We use 100% silk from a leading silk manufacturer
from Como Lake, Italy for interior fabrics. Selected
from hundreds of thousands of world manufacturers,
they are ecology-conscious enough to bring in toxic
free technologies to their industry.Our Healing
Cruiser is exclusively furnished with their lustrous and
luxurious silk of the beautiful color along with our
thorough healing processing. Since the ancient
time,silk has been spun with great care... And now the
love for life will be sent out to the land of the east
beyond the ocean.

Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

シルクロードを越えた美とエコロジーの結晶…インテリアファブリックへのこだわり
Beauty & Ecology Across Silk Road

遠いいにしえの昔、こころ美しきジャスティスの民がふるさとから大切に運んできた色とりどりの宝物…。
砂漠を越え、大海原を越え、大切に運ばれたのは、すべてがひとつの一体の価値観と、そこから選ばれた

様々な生活の必需品だったことでしょう…。中でもシルクは、自然界が生んだ奇跡のファイバーのひとつ…。
どこまでも繊細でありながら、どこまでも強い未知なる

神秘なる性質をたたえ、人々の暮らしを

うるおしてきました。このたび、Lastra は、実用だけにおさまらないシルクの癒しのクォリティにも、

あらためて眼を向け、世界中から最高のシルクを厳選し、ひとつひとつ丁寧に丹精込めて寝具、ファニチャー、
ウェアなどのかたちにして、お届けします。

本来、シルクが持つ様々な特徴に加えて、高エネルギー・抗酸化ヒーリング仕様を施し、

Lastra ブランドならではの比類なき HEALING Value（癒しの価値）を生み出しています。

Healing Wear

Last r a

Silk Healing-Wear

Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Silk Healing- Elegance pajamas
シルクヒーリング エレガンス パジャマ
世界最高級のシルク素材を使用した天然シルクパジャマ。
シンプルなデザインが、素材のよさをさらに引立て、
エレガントな雰囲気を醸し出しています。

LMWST-0001, 0002
名

称 : シルク エレガンス パジャマ

サイズ：レディース サイズ
メンズ サイズ
カラー：シャンパンゴールド

しっかりとしていながら、やわらかなその絶妙なバランスが、
肌にやさしい着心地です。
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Last ra

Hemp Therapy
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Hemp Therapy
ヘンプセラピー

太古の昔から聖なる繊維とよばれてきた Hemp
世界ではじめて誕生する輝く Hemp 織物

「Lastra」エクゼクティブ・プロデューサーが「Lastra」のヒーリングファッションに
セレクトした素材は Hemp でした。Hemp をサテン織りにすることによって
美しく光るシャンパンゴールドの生地が紡がれました。
それは、１００年以上続く麻の会社のオーナーが感嘆の声を上げるほどの美しさだったのです…。
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Healing Wear

この地球に存在する天然の生地には、麻、綿、シルク。この３種類が存在しています。
Hemp は日本古来より空間や波動の調整をする神聖な植物とされ、
神社、仏閣、神事に欠かすことのできない神聖な植物です。

「古事記」「日本書紀」や最古の漢方の書でも生命を育むもの、健康を保つものとされ、
また、江戸時代にも重要な栽培作物とされ、医療や医薬品として利用されてきました。
農薬や化学肥料も必要なく、害虫も付きにくいため、農薬に一切頼らずに育つ 1 年草です。
すべての部分が利用可能な上、土壌改良までするという、化石燃料などの枯渇性資源にたよらない
循環型社会に貢献できる奇跡の植物です。土中の有害物質を吸い上げ、光合成で無害化しますが、
放射性物質を吸収するひまわりより効果があると言われているほどです。
その他、繊維構造が中空のため、吸湿、吸汗性に優れ、ほかにも高い抗菌性・消臭性、
マイナスイオン効果、電磁波防止、殺菌作用など、数え切れないほどの自然の恩恵を
もたらしてくれる奇跡の植物なのです。

Hemp Therapy-Healing wear
輝く Hemp の織物を使って、美しいデザインのヒーリングウェアを創りました。

Line up

Las t r a

Hemp Therapy
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Womanswear

Room wear

Innerwear
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L as t r a

Healing Ceramic
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

"Healing Ceramic" is a designer's ceramic ware
created to beautify an orbit of electrons.
With its simple and modern design, it will enrich
your dining life.

Lastra Healing Ceramic
電子の軌道を美しくするように
トランスフォームされた、シンプルモダンなデザイナーセラミックです。

「Lastra」の器に選ばれたのは、有田焼きの名工による繊細な器でした

厚み１mm 以下という光にかざすと透きとおるほど繊細な造りながら、とても丈夫な磁器製の

食器です。手にとったときの、ふんわりとした柔らかな質感やお飲み物を口にふくんだときの、
その口当たりのよさが独特です。特別に改良した陶土を、1300℃の高温で 13 時間かけてじっ
くりと焼き締めています。それが、薄く繊細なフォルムを保ちつつ、われにくい理由です。
また、ラジウムの薬石を施し、お食事を楽しみながら食材の電子を整える美しい器です。
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Healing Ceramic

LUCE - Mini Cup S

LUCE - Mini Cup M

ルーチェ ミニカップ S

ルーチェ ミニカップ M

Luce - Mini Cup S

サイズ：∮50×H50mm(65cc)

Luce - Mini Cup M

サイズ：∮60×H65mm(130cc)

LUCE - Tumbler
ルーチェ タンブラー

Luce - Tumbler

サイズ：∮66×H123mm(280cc)

LUCE - Coffee Cup
ルーチェ コーヒーカップ

LUCE - Tea Cup
ルーチェ ティーカップ

Luce - Coffee Cup

Luce - Tea Cup

サイズ：カップ ∮92×H53mm

サイズ：カップ ∮96×H45mm

ソーサー∮162×H18mm

ソーサー∮162×H18mm
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Healing Ceramic
天然石から写し取った表面の表情は、見る角度で様々な表情を見せて
くれます。縁から高台にかけてのフォルムの工夫によって軽くなった
ため、片手でも持ち運びができます。和洋問わず、プロから一般の方
まで様々なシーンでお使い頂けます。お料理に合わせて、プレートを
冷やすときは冷蔵庫で、温めるときはお湯につけてご利用ください。

SUZURI - Square Plate Set
硯（すずり）スクェアプレートセット
Suzuri - Square Plate Set
21cm プレート （W210xD210xH12mm）
18cm プレート （W180xD180xH12mm）
15cm プレート （W150xW150xH12mm）

SUZURI - Cutlery Rest

硯（すずり）カトラリーレスト
Suzuri - Square Plate Set

サイズ：W100×D20×H10mm（単品サイズ）

MIYABI - Bowl Gold
雅 ボウル ゴールド
Luce - Bowl Gold

サイズ：∮130×H65mm

MIYABI - Bowl Platinum
雅 ボウル プラチナ
Luce - Bowl Platinum

サイズ：∮93×H53mm
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Healing Care

Last r a

Healing Care
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Stone Vital Belt
ストーンバイタルベルト
酸化・劣化の負のスパイラルから いのちの正のスパイラルへ
現代の様々な環境汚染により、そこに住む人、動物、植物…ありとあらゆる
生命にちからがなくなり、酸化・劣化の促進というエントロピーの増大がま
わりの環境に連鎖し、負のスパイラルはとどまるところを知りません…。
そんな中 Lastra の複合活性化システムは、人、そして人に必要な水、空気、
土、火などあらゆる人間共生物資の免疫力、自然治癒力、浄化機能を取り戻
す画期的な元気エネルギーの源です。

ストーンバイタルベルトは、HEALING. 複合活性セラミックと有機ミネ
ラルをパウダー状にして繊維に練り込み、数十種の薬石を施したヒーリ
ングストーンシートと組み合わせた画期的なベルトです。いのちの本来
のちからを引き出す新しいかたちの健康管理にお役立てください。

LMHWB-0001
Material：表地：ポリ塩化ビニル、複合活性セラミック、
有機ミネラル（日本製）、ヒーリングストーンシート
裏地：ポリエステル（日本製）
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Quantum Radon High-Pressure Oxygen Capsule

Quantum Radon High-Pressure Oxygen Capsule
クォンタムラドン高気圧酸素カプセル

高気圧で全身加圧、体内細胞の隅々にまで酸素を満たすことで、細胞の活性化や血液の健康的なめ
ぐりをサポートします。高気圧のなかで行うホルミシスやテラヘルツ、クォンタムライトとの相乗
効果により、自然の体内酸素バランスをはかり、電子の流れを正常な軌道に戻し、からだの本来の
ちからを呼び覚まします。
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Ceramic Healing Water

Last r a

Healing Water
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Ceramic Healing Water
セラミックヒーリング浄水器

水はいのち…。末永く、大切に使い続けてほしい…
そんな想いから生まれたヒーリングセラミック浄水器
本体からバルブまですべてステンレス製の耐久性にすぐれた浄水器は、電気などの動力を
使用せず、水道水圧のみで稼働するシンプルな構造体。故障も少なく、メンテナンス、
修理もしやすいという浄水機器として最重要なスペックを完璧にクリアしながら、同時に、
浄水器の性能を決めるカートリッジには、ヤシガラから生まれた高品質粒状活性炭をたっ
ぷり使用。さらに、世界中から厳選した 10 種のセラミックスを配合。１本ずつ手作業で丁
寧に手詰めしているため、通水性が高く、詰まりにも強いというメリットも備えています。
末永く、大切に使い続けてほしい…。そんな想いでお届けします。
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Ceramic Healing Water

Ceramic Healing Water Purifier
セラミックヒーリング浄水器（戸建て用）

一台で家中すべての水がこだわりの活性水に…
家中全ての蛇口から安心・安全な浄化・活性水をたっぷり供給します。

浄水器のクォリティの決め手は、１本ずつ丁寧に手作業でつくられる高性能

カートリッジにあります。水が本来持つ美味しさを極限まで引き出すために、
セラミック浄水器のカートリッジは活性炭層、厳選された 10 種のセラミック
スの層、磁場活性装置による３層の多層構造になっています。

LMHWW-0000-HOME
サイズ : W400×D280×H855mm
重量 : 27.5 ㎏
配管口径 :20mm（3/4）※取付け可能配管口径 13mm 〜 25mm
ろ過流量 :31 リットル／分（JIS S 3201 での試験結果）
浄水能力 : 遊離残留塩素
［ろ過能力 400,000 リットル、除去率 80％］
（JIS S 3201 での試験結果）
※カートリッジは１年に１回交換してください。

Ceramic Healing Water Purifier - for Kitchen
セラミックヒーリング浄水器（キッチン卓上用）

安心・安全な活性水をご家庭に…
セラミックヒーリング浄水器のクォリティの決め手は、１本ずつ丁寧

に手作業でつくられる高性能カートリッジにあります。このカートリッ
ジには、一般家庭（5 人家族）での年間平均使用水量と言われている

約 400t の水道水の処理を見込める浄化濾材を充填しているため、有害

な塩素、トリハロメタン、農薬、鉛を強力に除去し、
「安心・安全な浄化・
活性水」を精製します。水が本来持つ美味しさを極限まで引き出すた

めに、セラミック浄水器のカートリッジは活性炭層、厳選された 10 種
のセラミックス層、磁場活性装置の３層の多層構造になっています。

LMHWW-0001-KITCHEN

本体サイズ：φ120mm × 348mm（突起部除く）
接続ホース（1000mm）× 2 本
重量：4.3 ㎏
※カートリッジは 3 年に１回交換してください。
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Ceramic Healing Water

磁場活性装置

高性能カートリッジ

Magnetic Field Activation Device

High Performance Cartridge

浄水器の性能はカートリッジの性能によって決まります。

磁場活性装置は、特殊なフェライト磁石とオリジナルの素材で

ヤシガラから生まれた高品質粒状活性炭をたっぷり使用し

強の上昇油分溶解力を備えています。

「セラミックスヒーリング浄水器」のカートリッジは、

ています。ヤシガラ活性炭は、炭素を主な成分とする多孔

磁性帯を創り出します。それにより、水道水に比べ、平均１０％

質の物質です。

活性炭はその微細な穴（細孔）に様々な物質を吸着させる
性質を持っています。水が本来持つおいしさを極限まで引
き出すために、「セラミックスヒーリング浄水器」のカー

トリッジは３層の多層構造になっています。大容量の活性

炭層の働きにより、キッチン、お風呂、トイレを同時に大
量の水を使用したときもしっかりと浄水します。

また、400,000L 処理のロングライフカートリッジは、
長期間の使用でも安心してご利用いただけます。

10 Choice Ceramics

厳選された 10 種のセラミックス層
BS ロードストーン
セラミックス

ゲルマニウム
セラミックス

富士溶岩マリモ
セラミックス

ＥＢガイア
セラミックス

活性化ブラック
セラミック

磁鉄鉱石を原料に 1500℃の高温で

世界的にも有名なフランスの奇跡

富士山の噴火で噴出される、バナジ

スイッチバック焼成という

電子の回転運動のエネルギーと同様

のセラミックスです。

れているゲルマニウムに、漢方で

溶岩マリモを原料に焼成した

料を配合して焼成したセラ

物質が本来持っている性質機能が

焼成し不要な鉄分を除去した多孔質

の水「ルルドの泉」にも多く含ま
使用される薬石麦飯石を混入した
セラミックスです。

遠赤外線
セラミックス

ゼオライト
セラミックス

育成光線波長と呼ばれる 4μ〜 10μ 活性炭の数十倍の吸着力をもつと言
m の波長域のエネルギー放射率が高
い各種素材をブレンドして焼成した
セラミックスです。

われるゼオライトを原料に焼成した
セラミックスです。

ウムや多量のミネラルを含有した
セラミックスです。

特殊な過熱法で多種類の原
ミックスです。

の微弱活性エネルギーを放射し、

100％発揮できるように分子配列を

正常に戻し、そのレベルを長く保ち
続ける働きをします。

SA サンド
セラミックス

鹿児島県産のシラスを主原料

に焼成したセラミックスです。

バドガシュタイン
セラミックス

QE バランサー
セラミックス

ラドン温泉治療で有名なオース

クォンタムエネルギーバラン

鉱石を原料に焼成したセラミッ

二重らせん構造の炭素繊維です。

トリアのバードガシュタイン
クスです。

サーセラミックス（QE）とは、
遺伝子（ＤＮＡ）と同じ構造を
しているため、生体との親和性

が非常に高いといわれています。
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Healing Bedding

La st r a

"SILK Healing" product line will offer you
healing & relaxing experiences
with selected fabrics from all over the world.
Beyond Time, Beyond Silk Road, you will enjoy
the most luxurious healing sleep
with our products.

Silk Healing
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Lastra Silk Healing for Sleep
STONE と SILK に包まれる

癒しの眠り…

Lastra Silk Healing For Sleep はまさに日本と世界の最高級の品質と技術を融合させ、
シルク寝具の頂点を極めています。ひとつの繭から長い繊維を取り出し、

それを綿にするあらたなる開発製造テクニックにより紡ぎ出されたシルクは、
シルク本来の柔らかさや、やさしさをあますところなく伝えています…。
その素晴らしさは、皇室や高貴なる人々の眼にも止まるほど…。

また、寝具の側面にも世界最高級のシルクファブリックを採用。その色はシルクロードの
長い歴史を知るシルクを真に愛する人々だからこそ、可能にした精妙な色あい。
雲のようにかろやかな手ざわり。シルクの癒しにさらに、薬石の癒しもそえて

Lastra ブランドならではのこだわりが、手に触れたとき、からだを横たえたとき、眼にしたとき…
あらゆるシーンでやすらぎを可能にしたシルク寝具と言っても過言ではないでしょう…。
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Luxury&Healig

Healing Bedding

SILK Healing - Comforter

シルクヒーリング 真綿 かけ布団

世界最高級のシルクマテリアルが生んだふんわりとしたかろやかな
掛け心地と、テラヘルツ加工によるさわやかな寝心地は、まさに眠
りながら癒される至福のスリープタイムをお届けします。正しく大
いなる美しさに包まれる眠りは、何ものにもかえがたいラグジュア
リーです。秋から春にかけてお使いいただけるかけ布団です。冬は
中に毛布などを合わせてお使いいただくとよりあたたかにお休みい
ただけます。

LMSKC-0001~0003

シングル サイズ
ダブル サイズ
クィーンサイズ

W150×H210cm
W190×H210cm
W210×H210cm

SILK Healing -Mattress
シルクヒーリング 真綿 しき布団
２０種類の薬石や宝石を入れ、世界最高級のシルクの真綿布団のふ
んわりとしたかろやかな肌ざわりと、テラヘルツ加工による、さわ
やかな寝心地は、まさに眠りながら癒される至福のスリープタイム
をお届けします。たっぷり汗をかいても、しっかりと吸湿。天然の
素材による呼吸のできる最高の寝心地をお楽しみ頂けます。

LMSKC-0004~0006

シングルサイズ
ダブル サイズ
クィーンサイズ

W100×H200cm
W140×H200cm
W165×H185cm

SILK Healing -Blanket
シルクヒーリング 真綿 肌かけ布団
弾力とコシがあるやわらかな真綿を薄いガーゼで包み、シルクニッ
トで仕上げました。キルティングを一切施さない仕上げは、シルク
サテンとテラヘルツ加工を施した真綿の風合いを活かし、優しいド
レープが肌を包み込む豊かな感覚です。大判のシルク原反から仕立
ているため、表面に縫い目がなく、なめらかな肌ざわりと、耐久性
を実現しています。

LMSKC-0007

シングルサイズ
重さ 500g

W150×H210 cm
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Healing Furniture

L a s tr a

Silk Healing -furniture
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Silk Healing -Stone BED
シルクヒーリング ストーン ベッド

世界初の岩盤ストーンスパ開発以来、長年癒しをきわめてまいりました。
「Lastra」の岩盤ファニチャーでは、さらなるグレードアップとして、岩盤の癒しの機能を
そなえたシンプルスタイリッシュな フォルムと張り生地に世界最高基準と評されるイタリ
ア、コモ湖の老舗のシルクメーカーをセレクトしました。なぜなら、そのシルクはトキシッ
クフリー（塩素など毒性のある化学物質不使用）を心がけるすばらしいシルクだったから
です。近年の科学技術の進歩により、絹タンパク質の機能の解明が進み、シルクが美容や
健康にもよいことが明らかにされてきました。シルクは、蚕（カイコ）の繭から作られる
タンパク質や、アラニン・グリシン・チロシンなどのお肌の成分に近い約 20 種のアミノ
酸が数百〜数千も結合した純粋なタンパク質繊維です。
人の皮膚や健康にもよい多くの機能を持ち合わせ、他の繊維の追従を許さない固有の特性
がシルクの最大の魅力です。温められた岩盤と、その岩盤を包みこむシルクの電子が美し
く軌道する究極の岩盤ファニチャーが、ここに誕生いたしました。
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サイズ

セミダブル サイズ
ダブル サイズ
クィーン サイズ

W140×H210cm×56(MH37)cm
W160×D210cm×56(MH37)cm
W185×D210cm×56(MH37)cm

岩盤の石の種類はセレクトいただけます
FUJI
YOUGAN

Badga
stein

Germa
nium

Hado

Healing Furniture

Silk Healing -Stone Couch
シルクヒーリング ストーンカウチ

自然の岩と天然のシルクが、もともと持っている電子を正しい軌道にの
せる力をサポートし、さらに温めることで、より電子が正しくまわると
いうコンセプトのもと、すべてが創られています。
その絶妙な背中のカーブと足先が少し上がったデザインは、癒しの力が
くまなく全身に送られるよう計算されています。また、岩盤ファニテャー
を包みこむシルクはイタリア、コモ湖の老舗シルクメーカーをセレクト
し、化学物質を使わない他にはないシルクの美しさが際立つ、岩盤ファ
ニチャーの逸品となりました。

Silk Healing -Stone Sofa
シルクヒーリング ストーン ソファ

どっしりと落ち着いた岩盤ソファにからだ全体をゆだねるとき、
至高の癒しがおとずれるよう…。
コモ湖のシルククッションがラグジュアリーなひとときに花をそえます。

岩盤の石の種類はセレクトいただけます
FUJI
YOUGAN

Badga
stein

Germa
nium

Hado
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Healing Furniture

L as t r a

Healing Furniture
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Quantum Healing Table Hinoki
クォンタム ヒーリングテーブル ヒノキ

神社仏閣の建築まで手掛ける熟練した職人が木材の中でも最高品質とされるひのきを丹精込めて、

美しいテーブルに仕上げました。その美しいひのきの木目の表面には、特殊活性セラミック仕上げを行い、

微弱活性エネルギーを発生することによって、分子の振動を正常に戻し、本来の正しい電子の軌道へと導いています。
この活性化仕上げの恩恵と香り高いフィトンチッド効果により、まさにお部屋に置くだけで

空間が浄化されるような…その場にいるだけで癒されるような、気品に満ちた逸品となりました。
LMHFT-0001
名
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称 : クォンタム ヒーリングテーブル ヒノキ

Quantum Healing Light

Quantum Healing Light
クォンタム ヒーリングライト
岩盤光炉

石・光・風・木「 岩盤光炉 」誕生
ひのきの美しい格子からこぼれる光には、贅沢にもクォンタムヒーリ
ングライトを使用しました。木格子の中には、天照石、溶岩石、ブラッ
クシリカなどの天然石や竹炭を配し、癒しの波長へとスペクトルを精
密に整えた光量子の風がファンで拡散されます。モダンな空間でも、
和風のお部屋でも、場所を選ばず、ひのきの清々しい香りとともに、
お部屋を癒しの空間へと変容させます。

Size : W210×H1200×D210mm / W300mm（土台部）
木部 : ひのき
ライト：クォンタムヒーリングライト
石部：天照石、溶岩石、ブラックシリカ、竹炭
消費電力：60 W
定格：AC 100 V

Last r a

Quantum Healing Light
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love
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Quantum Healing Rug

L as t r a

Healing Furniture
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Quantum Healing Rug
クォンタムヒーリングラグ

95% 電磁波カットを実現しました。
薬石入りの岩盤ヒーリングラグが誕生。
冷えは万病の元と言われ、身体を温めることへの関心が高まる昨今、

もっと手軽に家庭でからだを芯から温めたいというご要望にもかかわらず、

一般的な電気毛布・マット・コタツなどは強い電磁波を発生している現実がありました。
原子の運動エネルギーを熱に変え、細胞を活性化することで知られる遠赤外線をより

手軽に利用できるよう、熱源としてニクロム線を使わずに、純炭素繊維を使用した岩盤マットを創りました。
95％電磁波カットが実現しているため、電磁波に敏感な方でも安心してご利用いただけます。
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LMHRG-0001
名

称 : クォンタムヒーリングラグ

Healing Home Electric Appliances

L as t r a

Electric Appliances
Gift of Life
The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love

Healing Home Electric Appliances
ヒーリング 家電

Lastra では、電子の軌道を美しく整える空気清浄機、サーキュレーター、ヘアドライヤー、アイロンなど、
様々なホーム・エレクトリック・アプライアンスを創ってまいります。
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Healing Resort

Yakushima

自然界のはかりしれない癒しの叡智を駆使した
リゾート、ホテルやオフィス、住宅、船、飛行機、車、列車、
クリニック、スパ、レストランなどすべてにヒーリングが施される時代。

誰もが本当にほしいもの、求めているものは 真に心と身体の健康をサポートする
自然に備わっている免疫力や自然治癒力を高めるものではないでしょうか。
私たちが真摯な探求をとおして、ずっと培ってきた様々な癒しの叡智やノウハウを
世界が癒しを必要とする変化の時代にあって、健康を育み、自然治癒力を高め、自然力を培う企業、
地域、国、すべての人々がトランスフォームするのをサポートする企業でありたいと願います。

隠れ家

竹生の雅

Chi kubu no Mi ya bi

奥琵琶湖
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Healing
Loyal Suite

那須高原

ヒーリングリゾート建設中

Healing House

腐食酸化する家から、還元力を高める家へ…
ずっと創りたかった究極の HOUSE。建物の全面に抗酸化ヒーリング工法を施して、
そこにいるだけで、還元力が高まる HOUSE が完成しました。
植物ミネラル 77 種類を鉱物ミネラルで熟成させて完成した低分子化（ナノ化）
溶液に、強力な抗酸化パウダーをふんだんに加えた珪藻土シーラー
その他の今だかつてない抗酸化力を極めた素材をていねいに、丹精込めて何度
も何度も重ね塗りしています。
化学薬品を一切使用しない天然糊を使用し、抗酸化ヒーリング工法による特殊
土佐和紙を壁の全面に施しました。内壁から永久的に放出されるマイナスイオ
ンのために、静電気がたまりにくく、還元作用に富み、電磁波の影響を受けに
くい空間でもあります。また、壁の四面からマイナス電子を放出し、壁・天井・
床がマイナス電子でおおわれているために、埃が付きにくく、空気の質が違う
と感じるほどです。
究極の抗酸化ヒーリング加工を施した室内は、冬あたたかく、夏涼しい最高の
室内環境を生み出しています。屋根からの寒暖の影響を軽減するために天井板
にも最高の抗酸化ヒーリング工法を施し、まさに居ながらにして癒される家、
河口湖

不二への道

HEALING GUEST HOUSE

Houses which corrode and oxidize
to those to enhance a potential of restoration,
and to Resorts...

吸湿効果も高く、お肌や髪がしっとりするといった特徴や、睡眠中が癒しの
ひとときとも言われるほど、寝ている間に身体を整えてくれています。
置いてある食品が腐りにくいというお声も数多くいただくほどです。
室内は、空気が流れれば流れるほどに抗酸化が高まっていきます。
時の流れとともに、抗酸化力が高まっていく、それは家が生きている証…。
まさに、室内の空気が生命のみなもと、未来の健康住宅の名に恥じない、世界
に類のない抗酸化ヒーリング HOUSE の誕生です…。

Low Molecule Nano Solution
of 77 kinds of Plant Minerals
Matured by Stone Mineral
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Healing Cruiser

Lastra Mu healing cruiser
46 feet healing equipment
Wearing an antioxidant healing system
Beauty Italian
Healing Cruiser

Lastra Mu Healing Cruiser
Lastra Mu ヒーリングクルーザー

イタリア有数の SESSA と粋をきわめて共同で創る世界初のヒーリングクルーザー
世界初の抗酸化・高エネルギー
ヒーリングクルーザーの販売をスタートいたしました。

「Lastra」エグゼグティブ・プロデューサーは若き頃から、

時代はヒーリングや癒しへと向かう ... と語っていました。その言葉のとおり、時代はヒーリングへ動いています。

そして、この度、イタリアの SESSA Marine 本社に出向き、ヒーリングクルーザーを共に生み出すディーラーになることが決まりました。
癒しのスペシャリストメーカーが極めた様々なヒーリング仕様を、世界で初めて船に施し、乗るだけで癒されるヒーリングクルーザー。
世界初の抗酸化・高エネルギーヒーリングクルーザーが誕生したのです。
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今、神々が本来の自然の摂理にあった心と身体を癒す世界を創ろうとしているようにみえます。
まるで誰もが本当は本質 ( 愛 ) なのだから、愛の世界がやってくるのは必然だと言わんばかりです。
その癒しの愛（わ）が日本から世界に広がったらいいと切に願っています。
「Lastra」のエグゼクティブ・プロデューサーであり、創設者は、若かりし頃に
「腐った世界で成功はしたくない 腐敗した世界に順応したくない 神の望む生き方で事業をし、
世界の見本となる癒しの国を創る…」と約束をしました。
その約束から３０年以上…
今も世界の見本となる癒しの国を創りつづけています。
起業から今まで、天の望む生き方をまっすぐ貫いてきた中で
世界中から与えられた世界最高峰と言っても過言ではない様々な癒しの叡智の数々…。
その集大成として、世界の見本となるべく「Lastra」は誕生しました。

「Lastra」の VISION…

それは人類の生活環境のすべてが、心も身体も癒される世界になってゆくことです。
自然界のはかりしれない癒しの叡智を駆使して、ありとあらゆるものがヒーリング仕様となり、
人や自然や地球を癒すものであってほしい…。その空間にいるだけで、何もしなくても自然に癒され、
万物の一体性が流入するほどのエネルギーをもった環境をご提供したい…。

「Lastra」は、そんな想いから、真に天や本質が望む本物、世界中から電子が正しくまわっているもの、
自然栽培のもの、天然の力を備えた、この星の奇跡のようなものたちをセレクトして、製作してまいります。
今 これらのすべてのプロダクツを導入したリゾート「Lastra」が、次々と日本全国に建設されています。
一体をベースとして、いまだかつてない 世界の見本となる地球のモデルとなる楽園をリゾートという形式にして
創っていくことを決めたのです。

La s tr a

Gift of Life

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love...

若かりし日の創設者は「リゾートとは何か？」と問われた時、
「リゾート」とは「リターン」と違い、行ったまま帰りたくないと願うほどこよなく美しく、
愛の在る場所だと答えていたそうです。
それは、かつて戦いを避け、本当 は一体である、他と見える人々を傷つけたくないという想いから、
奪われても奪うことなく、大切なマナ（五穀の種・米）を壺におさめ、故郷を離れ、すべてを捨てて新天地、
約束の地 東への道を目指して旅立ち、和 ( 愛 ) の世界を創るために行ったきり帰ってこなかったように…。
「Lastra」とは
「和（愛）するをもって日本を癒しの国とする そして 世界の見本となる」
というプロジェクトなのです。

Lastra

Gift of Life

The ancient people of Judah treasured
"wa" harmony (love) as a law
They headed for the east
to create a land of love...

