The Last Paradise on Earth

Lastra

Membership Healing Resort
If humanity profoundly realize the oneness of the universe,
the beauty of this planet will infinitely reach a realm of love.
It will be a divine sanctuary and
electrons will start circulating in order...

人類が一体性に深く気づくなら
この星の美しさはかぎりなく愛へと近づき
そこは、神聖な聖域となり電子は美しく回りだすだろう…。
MARTH

Last Resort

幻の聖域

Lastra

MARTH は、20 代の頃
日本のリゾートの父であり、パイオニアでもあり
プリシアリゾートの創設オーナーでありました。

MARTH was a pioneer and father of the resort industry,
and also a founding owner of Pricia Resort.
It was the world’ s 1st healing resort featuring π water with a theme of anti-oxidization and return to the essence.
Time passed by since then, and now Lastra will be born in beauty and ultimate evolution,
aiming at the world's highest-level healing resort featuring anti-oxidization and return to the essence.

そのプリシアリゾートはπウォーターリゾートとして
抗酸化、還元回帰をテーマとした
世界初のヒーリングリゾートでありました。
それから月日が流れ、極限まで進化した Lastra は
世界最高レベルの抗酸化、還元回帰の
クォンタムヒーリングリゾートをめざし
ここに美しく誕生します。

Lastra

Lastra

We wish to create a beautiful world for humanity
We wish to show you a beautiful sanctuary, a model of the ideal world
We wish to show you a beautiful future so that you cry with joy from the bottom of your heart
Last Resort

美しき世界を世界中の人々へ届けたい。

We will create a beautiful paradise, which is a model are for the future generation,
along with the people with a beautiful heart and the same aspiration.

世界の見本となれるような美しい聖域をあなたにみせたい。
あなたが心から喜びで涙するような美しい未来をみせたい。

L a st R e so r t
DVD「マイナーライン 東への道」
チェコ プラハ ドヴォルザークホール収録

「 Minor line the Road to the East 」

The City of Prague Philharmonic Orchestra and Choir
from the RUDOLFINUM PRAGUE

DVD「メジャーライン 東への道」
チェコ プラハ スメタナホール収録

「 Major line the Road to the East 」
Czech National Symphony Orchestra And Choir
from The SMETANA HALL PRAGUE

YouTube にて配信中 [ MARTH YouTube ] にて検索
www.youtube.com/marthbeautifulhealingmusic

MARTHと共に同じ志を持つ美しきハートを持つ人々と
未来の地球のモデルルームとなる美しき楽園を創ってまいります。

若き日、MARTH は日本のリゾート業界をしょって立つ男だった…。
そして、癒しの第一人者でもあった…。
そしてその音楽は世界を癒し続けた…。
その MARTH の創るプロデュースする Lastra のその水準の高さは
世界を凌駕し、人々に夢と希望と愛を届けるのだろう…。

Lastra Project
Proudly Solitary and Splendid
そんな中、彼はセミナーのトレーナーであり、同志でもあっ
た最愛のパートナーをスキルス癌で亡くし、救えなかった哀
しみの中、真の健康への飽くなき探求を始めた。
やがて、自ら世界で初めての温熱天然岩盤機器を開発し誰に
資金をあおぐこともなく、自力で HEALING. を急成長させた。
まさにエゴ社会とは一切の関わりなく、真の癒しの商品を生
み出し、利益を上げたのだ。そして、そのような癒しの商品
に理解ある、心美しき人々とだけつきあってきた。
その後、父を亡くして初めて知った自らのルーツである淡路
島に代々伝わる「ひとつなるゆえに、傷つけられても傷つけ
ない…」というメッセージに秘められた古代ユダヤのリー
ダーの深き想い、戦いを避けて、何万キロもの旅に出て貫い
た愛、神の子として生きたいというそのいちずな想いに深い
レゾナンス（共鳴）を感じた MARTH は、同時に自らの身に
ふりかかった言われなき過去の経験を含め、社会構造の腐敗

Lastra

MARTH had a great responsibility for Japan's resort industry when he was young.
He was also a leading figure of healing work.
His music has been healing the world.
Lastra Mu, produced by MARTH, will be able to bring people a dream, hope and love
with the high world standard...

に満ちた姿を知るようになった。若かりし頃に築いた成功と
いうものがその腐敗した社会構造の中でのことであり、現在
の事業がそれらに全く属さずに営めることへ、清々しい喜び
を感じたのだった。
そんな彼が、2018 年 11 月にはチェコ、プラハの世界有数
のルドルフィヌム内ドヴォルザークホールで、74 人のオー

世界を変えたいと願う人々が集うリゾート

ケストラと 48 人の合唱団をしたがえ、ライブ・レコーディ

A resort with a vision of a transformation of the world,
where people wish to transform the world get together...

馬鹿にされても、やっつけられても、このように素晴らしい

ングを行った。それは彼が、腐敗した社会に差別されても
ミュージックホールでパフォーマンスができると、世界中の
子供たちに示すためだと、世界に堂々と言い放った。どんな

あらたなる時代への変わり目、2020 年にオープンする
「地上最後の楽園 Lastra Mu」の誕生は、まさに世界にとっ
て、美しき愛ある維新とも呼べるような画期的なモニュメン

その後も、ミサワリゾートやアップルジャパンの副社長など

ときも愛を貫くその強さは、実に美しく、世界中の人々の胸

の重役として数々の大事業を成功に導いたが、あるとき

に今も響き、それはとどまることを知らない…。

「そこには何もなかった…」と、それまで築いたありとあら

トとなるであろう…。

ゆる地位や名誉や財産や株式などに全く価値を見出せず、幸

かつて電気自動車のメーカー、テスラが、その先進的な自動

なぜなら、リゾートプロデューサーである MARTH をはじめ

せで愛ある生き方を選び、あらたなる道を歩み出した。

車のカスタマーに、なぜ自分たちの車を買うのかとたずねた

このリゾートを創る人々（建築家、ガーデンデザイナー、食

それは MARTH がエゴ社会を見捨てた最初の第一歩であった

ところ、世界を、未来をよりよくするため、それにまい進す

の専門家等）すべてが、ある意味、ヴィジョナリー、すなわ

のかもしれない…。

るテスラを応援するために買うのだと答えたと言う…。
だとしたら、Lastra のメンバーも同じだ。人類にとって地球

ちヴィジョンを見る人、先見の明のある人、美しき未来の姿
を見て、世界を美しく変えたい人々、そこから動く人に他な

ミサワ時代から、社員教育のためのリサーチを兼ねて世界中

にとって、美しい新たなる世界を創るため、腐敗した世界を

らないからだ…。そして、それだけではない。このリゾート

の様々な自己啓発セミナーに自ら参加し、そこで学んだ様々

離脱してもなお、楽園創造するラストリゾートに

のゲストとなるメンバーの方々も、同様にヴィジョナリーで

な技法に加えて、平行して触れた J. クリシュナムルティ

感銘するゆえに、支援する人たち…。

あり、美しき世界を創造したいと願う人々、世界を美しく変

マハリシ・マヘーシュ・ヨーギー、OSHO ラジニーシ、ラマ

Lastra は「腐敗した社会に属さずに生きてゆきたい…」

容させたいと切に想う心美しき人々であるからだ…。

ナ・マハリシ、又、ヴァーノン・ハワード、ワーナー・エアハー

「ともに次世代に誇りを持って遺せる美しい未来を創造した

それ以外の人々は参加をお断りしているという…。

ド等々の啓発トレーナーなど、世界中の覚者と呼ばれる人々

い」「美しき心のある文明の基礎を築きたい」と願う自ら心

のスピリチュアリティから得たインスピレーションは、彼を

美しき個々の企業や人々が共に繋がり、つどい、真に癒され

HEALING. の創設者であり、このたびの「Lastra」のエグゼ

して、自らトレーナーとして立つ自己啓発セミナーの会社を

る場として、ともに創る地上最後の楽園、人類初めての試み

グティブプロデューサーである MARTH は、かつて与論島に

起こすに至らせた。彼はそこで何十万人という参加者のハー

なのかもしれない…。

日本で初めての抗酸化πウォーターリゾート「プリシアリ

トの真実に触れた。セミナーの最後に、参加者が自らのいの

ゾート」を創設し、23 歳の若さで日本のリゾート業界の父

ちに名前をつけるとき、誰もが愛や許しに変容した名前をつ

そして、何千年にも渡り、神々とともにある美しき人々が願っ

とも呼べるほどの活躍をし、26 歳の時には史上最年少で一

けるという…。たとえ傷つけられても、けして傷つけない…。

た真の楽園が誕生しようとしている…。

部上場会社の役員ともなり、数々の業績を挙げた。

どのような人であっても、その胸の奥には、必ず愛があるこ

同時に彼は、日本全国を講演し、「これからの企業は、本質

とを MARTH は、そのとき確信したと伝えている…。

的な事業をしない限り、上場するべきではない。」と説き当
時の上場企業などの社長や重役を含め、人々に大きな影響を
与え、物議を醸した。

量子力学に精通した、MARTHが創る未来型リゾートは
果たしてどれほどの美しき世界を実現できるのでしょう…。

Lastra

How beautiful a futuristic resort will be when MARTH, who is familiar with quantum mechanics, create it?

Lastra is born as an ideal model space for the beautiful
blue and mystical planet called the earth and for the
future generation...
Lastra should be a heritage of consciousness which we
will leave to humanity as a place where men can live a
beautiful, healthy, and wholesome life.
This ideal world, paradise, will be born with the help of
our friends, who share the same aspiration with ours.
The founding leader is MARTH, and the selected
members are his friends with the same vision as his.

美しき青き地球と呼ぶ未知なる星
未来の人類に残す この星の理想のモデルエリアとして
生まれた Lastra 。
人が美しく健康で健全に暮らすことのできる場として
人類に残す気づきの遺産と位置づけたい。
そのような同じ志を持つ美しきハートの友人たちと
この理想郷、楽園は創られる。
創設リーダーは MARTH であり
彼と同じビジョンを持つ選ばれし友人たちがメンバーとなっている。
All Lastra facilities are filled with something that makes electrons circulate in order at a quantum level.
Everything of a magnetic field, of space and of indoors is god-schemed with a theme of restoration and high energy.

すべての Lastra には、量子レベルで美しく電子が回るものたちで彩られる

Lastra は、
本来のあらゆるものの本質である一体性を人類が取り戻すために生まれた、

地場から空間、室内のすべてが還元、高エネルギーをテーマにスキームされた。

未来の地球のモデルルームです…。
真の癒しは、心においても身体においても、一体性から導き出されてゆきます…。
健全なその万物の法則、自然界の法則にそぐった、素晴らしい文明や、真の繁栄や成功を生むには

幻の聖域

ことわり

Visionary sanctuary,
beautiful paradise...

麗しの楽園

楽園とか、理想郷と呼ばれるものは、本当にあるのか。
この分離の価値観に基づいた腐敗した世界でそう呼ばれるものは、
偽善と偽りのように見られ、
おとしめられ、あざけられてきたのだろう。
しかしそれは、本当は存在する。
人々がこの世界の真の科学的リアリティーに目覚めたならば
必ず生まれくる美しき場であるのだ…。
美しきハートの人々が生まれ
一体性の価値に基づいて生きる人々が現れたなら
彼らが生むものはすべて聖域となり、真の芸術となり
本物の楽園となるべくしてなるだろう。
そのとき、素粒子もフォトンも一体を祝い
愛を奏で、喜びに満ち
万物が、天が、愛が、創造の主が真に望む
美しき楽園の星となるだろう。
私は、その未来のためのモデルを人類に残すべく
それらをラストラ（石版）と名づけた。
MARTH

一体であるというこの宇宙の理をしっかりベースとした文明が必要となります…。
Lastra では、そのことをベースにあらゆるものを生み出してゆきます…。
真に美しいもの、真に愛に満ちあふれるもの、真に美にあふれるもの、

I wonder if a paradise or a sanctuary really
exists in this world.
The places called as such in this corrupted
world based on a value of separation have
been considered hypocrisy and fake,
laughed at, and undignified...
However, they do exist in reality.
If people realize the true scientific reality of
this world, they will surely be born
beautifully...
If people of the beautiful heart are born, if
they live their lives based on a value of
oneness, all they create will be of a
sanctuary, pure art, and a real paradise as it
should be.
Then, elementary particles and photons will
celebrate oneness, play love, fill themselves
with joy. It will be a beautiful ideal planet
which the universe, heaven, love, and the
Creator truly wish for. Wishing to leave the
model to humanity, to the future, I called it
Lastra (stone tablets).

MARTH

それは、一体性のハートから生まれると、私たちは感じてなりません…。
癒しとは、一体性（愛）への回帰である…。

L as tra

MARTH was a pioneer and father of the resort industry,
and also a founding owner of Pricia Resort.
It was the world 1st healing resort featuring π water with a theme of anti-oxidization and return to the essence.
Time passed by since then, and now Lastra will be born in beauty and ultimate evolution,
aiming at the world's highest-level healing resort featuring anti-oxidization and return to the essence.

40 years have passed since an opening of Pricia Resort.
We have introduced the edge-front quantum bio system for a septic tank,
which goes beyond a dimension of π water resort and offers highly energized water.

プリシアリゾートから 40 年の歳月
πウォーターリゾートから次元を遥かに超える
高エネルギー水をまとった Lastra のウォーターシステム。
浄化槽には最新鋭のクォンタムバイオシステムを導入。
地場、空間、室内にあふれる美しき電子の軌道の海を目指して…。

MARTH は、20 代の頃、日本のリゾートのパイオニアでもあり
プリシアリゾートの創設のオーナーでありました。
そのプリシアリゾートはπウォーターリゾートとして抗酸化
還元回帰をテーマとした世界初のヒーリングリゾートでありました。
それから月日が流れ、極限まで進化した Lastra は世界最高レベルの抗酸化
還元回帰のヒーリングリゾートをめざし
ここに美しく誕生します。

これは言葉を変えれば
「エントロピー減少リゾート」逆に言えば
「還元のリゾート」「量子物理学的リゾート」と
言ってもよいものでした。
ですから、そこで日焼けをした後のジャグジーやプール
サウナによって日焼けがすぐに癒された人々が沢山いたのも
頷けます。それから 30 数年、40 年近く経ち、そのプリシア
リゾートの創設から、あらたなリゾートを生み出そうとして
います。
それは人生を賭けた最後の試み、LastResort であるのです。
それは「ヒーリングリゾート」でもあり
そして、それを遥かに超えた量子力学の粋を
駆使したものになろうとしています。
そこに流れる水はとてつもない美しき軌道の電子を含む水。
また、様々な現代人が「波動」と呼んでいるようなものや、
また、「磁場」と呼んでいるものや、「バイオ」と呼んでいる
ものや、また、「テラヘルツ波」「ホルミシス波」と言った波
で現すようなウェーブ、そして「電子」。そのようなもので
満ちあふれています。
そして、古代ムーの時代は
私たちの現代科学が物質科学、分子科学であるように、
あの当時の古代の人々の科学は量子力学的ものであったと
感じています。
チャーチワードにしても、その石版に書かれていた、色の光
線、放射線で病気を治していた等、様々な内容は、現代科学
から言うとまるでおとぎ話のような現実感の薄いもののよう
に思われてきました。私たちが理解できなかったのは、私た
ちの科学が分子レベルの科学だからだったのかもしれませ
ん。そこに気づいた当設立者はπウォーターの山下博士から
学び、また様々なヴェーダの知恵からも学び、様々な古代の
テクノロジーから学んだ中で、これはひょっとすると量子力
学が彼らのメインの科学であり、宗教であったのではないか
という気づきへと変化してゆきました。今ではそれは確信と
なっています…。

そして、今世界はその真の科学が花開く時代となっています。
世界中の科学者や医学者は、みな、波動医学、量子医学に
また量子科学にトランスフォームしようとしています。
古代の文明が大変進んだ科学を持っていたと言われるのはそ
このところです。現代では量子力学という名の科学ですが、
その主な在り方は未知や神秘、一体である、とてつもないも
の、この世界は想念の世界である、現実ではない、まるで万
物の主体の夢のようなもので、簡単に言えばそのような神秘
なるものですから、現代科学を信じた人たちにとっては異様
なものに映るのも、やむをえないことなのかもしれません。
しかし、この世などではない、現実ではない、それこそがこ
の世界の真実でリアリティーであるのでしょう。しかし、現
代科学はそれを見ようとしないできました。その葛藤は人類
に長く続いていたのです。そしてそれを隠そうとする人々す
らいました。支配をしよう、隷属させようとした人たちです。
ですから、その最先端科学、逆に言えば古代科学の量子力学
の本当の神秘性はきっと隠されてきたことでしょう…。
その幕開けのときが今来ています。人類は本当に病から解放
されるときが身近に迫っているのでしょう。そしてとてつも
ない美しい科学、とてつもない真実の科学、電子のリアリ
ティーの世界が広がっています。この世のすべてが一体であ
り、未知であり神秘であるという基本原理、想念によって生
み出されている世界であり、現実でもないという気づきにそ
くした真に平和なあらたな文明、あらたな科学、あらたな社
会が生まれようとしています。すべてがひとつで一体である
ということは愛の科学です。そのことを知った人類は愛の千
年王国をも生み出すことでしょう。そのように美しく平和で
愛ある素晴らしい世界が生み出されようとしています。
その幕開けをささやかに担いたいと願うのが L astra である
ことを私たちは感じてなりません。そのようなものが今集
まって、その姿を現そうとしています。そのような美しい科
学にのっとった古代からの叡智が花咲く素晴らしい世界が
今、私たち人類の前に現れようとしています。私たちはそれ
を受け取り、皆さんと共に、そのときを生きる日を待ち望ん
でいます。その叡智から生まれる Lastra を皆さんにお披露
目できる日を心より楽しみにしています…。

Lastra Mu およびHEALING.では
古代Muの時代にその起源があるという
ことわり

量子力学的観点から、生命の理を電子レベルでとらえ
そこから細胞の活性化や再生の可能性に取り組んでいます。

腐食酸化する建物から
還元力を高める建物へ…。

Healing Furniture

MARTH は若い頃、πウォーターという量子力学から生まれ
た水でリゾートを創りました。プリシアリゾートはπウォー
ターリゾートだったのです…。

HEALING. の粋を結した
癒しの最先端スパ機器を Lastra は導入

ずっと創りたかった究極のリゾート。
建物の壁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を高めるリゾートが完成
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
その他の未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３度塗りしました。
さらに化学薬品を一切使用しない天然糊を使用
し、抗酸化ヒーリング加工を全面の壁に施しまし
た。
内壁から永久的に放出されるマイナスイオンに
よって、静電気がたまりにくく、電磁波の影響を
受けにくい空間は、空気が流れるほどに抗酸化が
高まっていきます。
そして、天井にも最高の抗酸化ヒーリング加工を
施し、まさに居ながらにして癒されるリゾート。
寝ている間に身体を整える、室内の空気が元気の
みなもとと言っても過言ではありません。吸湿効
果も高く、お肌や髪がしっとりするといったご感
想や、置いてある食品が腐りにくいというような
お声も数多くいただいています。
まさに未来の健康住宅の名に恥じない世界に不二
（二つとない）の抗酸化ヒーリング空間を心ゆくま
でご体感くださいませ。

施
工
前

施
工
後

Lastra
E d wa r d Suz uki
Architecture: Nature & Technology Combined

建築 家 エ ド ワ ー ド 鈴 木 、 渾 身 の 最 後 の 作 品
ラストリゾート

L ast ra
「神のデザイン哲学

GOoD DESIGN」の著者である

鈴木エドワード氏。

最近、真の友である鈴木エドワード氏を亡くしました…。
彼 に と っ て も 大 変 突 然 な こ と で あ っ た こ と で し ょ う。
何のきざしもなかったのです。
そしてその日から、大変な霊的現象が娘の撮った写真に
写り続けました。気になって私は霊的（電子的）チェッ
ク を 依 頼 し、彼 が 机 に、MARTH に 伝 え た か っ た こ と を
残したままであるとのメッセージをもらい、彼の片腕の
難波氏にそのメール自体を送りました。
数日後、彼（エドワード氏）に会えたとき、付き添ってく
れた難波氏より、彼の机を見ませんか、と言ってもらい
彼 の 設 計 事 務 所 を 訪 れ る こ と と な っ た の で す …。
そこで見たものは想像を超えるもので、それこそがこの
パースのデザインの模型でした。台風対策ばかりを気に
する私にこれを見せられず、言えずに設計をしていた友
のことを想い、悲しくなりました…。それはあまりに美
しく可憐なものでした。そして、空気抵抗すらも良く、
台風にも良いものであると感じました…。
これこそ、彼の残してくれた宝だと思い、急遽すべての設
計変更をその場で決意しました。
この事業は、愛ある彼の弔い合戦でもあるとも強く感じ
この素晴らしき計画変更へと至ったのです…。死してなお
も友のリゾート屋魂に強く炎をともしてくれた愛する友へ
つくづく愛しさと感謝を感じ、今、事業を燃えながら推進
しているところであります…。
MARTH

おそらく世界でも、これほど愛のある建築家はいないだろう…。
ノートルダム大学後、フルブライト奨学金で
ハーバード大学大学院に通いながら
優れた未来派の建築家である
バックミンスター・フラーと一緒に仕事をし
「生命研究科」、つまり原子・環境・哲学・形而上学の構造を
真剣に考える人だと公言し
自我の終焉をたずさえた まれにみる美しい愛のある建築家でした。
２０１９年９月１５日。
そのエドワード氏があまりにも突然
未知へと帰還してしまいました。
Lastra のエグゼクティブプロデューサーである MARTH と
未来の地球の見本となるリゾートを創れることを
誰よりも楽しみにしていたのが彼でした。
彼のオフィスのデスクを訪れた MARTH が
そこで見つけたものは
洗練された最先端の美しいフォルムの「幻の作品」だったのでした。
エドワード氏の想いをついで
彼が一番創りたかった作品を
屋久島「Lastra Mu」に創ることに決めたのです。
電子の軌道が正しく巡るものを世界中から集結させ
癒しの集大成といえる抗酸化ヒーリングスィートを建設いたします。
エドワード氏の自然界と共に生きる美しい生き方は
世界の見本となる未来の美しいモデルでもありました。
神のデザインとは
神の子としてすべての人類たちが生きている
世界のことではないかと感じてならないのです。

EDWAR D S UZUKI
&M AR T H

Edward Suzuki is an author of “GOoD DESIGN” .
There must have been no such architect filled with love in
the world as he…
After graduating University of Notre Dame, he continued
studying at Harvard graduate school on Fulbright scholarship ,
worked under Buckminster Fuller, who was an excellent
futuristic architect. He declared that he seriously studied “life” ,
that is, structures of atom, environment, philosophy and
metaphysics. He was specially a beautiful and loving architect
with less sense of the ego.

On 15th of September, 2019, beloved Edward returned to the
unknown all too soon. He was the one who looked forward to
creating a resort, which can be a model for the future generation
on the earth, together with the founder and executive producer
of “Lastra” .
What the founder discovered at Edward’ s office desk was
“a dream work” with refined and beautiful form of design.
He immediately decided to build architecture which Edward
wanted to create more than anything else at “Lastra Mu” on
Yakushima Island. We are going to collect every material to
make orbits of electrons work in order from over the world and
build the most healing and anti-oxidant suits there.
Edward’ s beautiful way of life to live in harmony with nature
was also a beautiful model for all the people of the world.
I cannot but feel that God’ s design means the world where all
human beings live as children of God.

Lastra

究極の美は、人類の真の才能として
人の深き可能性の中、そのバランスは秘められている。
美しさを感じるハートは習ったものではなく
まるで神から与えられたと言っても良いような

Ultimate beauty and its balance are hidden deep within
human possibility as a true talent of humanity.
The heart to feel beauty is not something learned but is a
God's design which we could say it is given by God.

Hi d eo Ka wa n a

ED W A RD SU ZUKI

ゴッドデザインである…。

Agriculture: Nature & Human Wisdom Combined
食の安全においては
すべて自然栽培および天然による食の数々
We offer all safe and naturally cultivated
and wild-grown food to our members.

Lastra の大切なお客様に供される野菜や果物…。
それはきっと世界でも

GOoD DESIGN
Profile
Representative of Edward Suzuki Associates
Born in Saitama Prefecture, Japan in 1947. After graduating
from University of Notre-Dame and M.Arch.in Urban
Design, Harvard University, he worked for Buckminster Fuller
and Sadao, Inc. and Isamu Noguchi Studio in 1974, and for
Kenzo Tange and URTEC from 1975 until 1976. He started
up Edward Suzuki Associates in 1977 in Tokyo, Japan.
He worked on wide range of architecture from public facilities
to private residences and apartment houses such as Saitama
Shintoshin Station, House in Shimogamo and so on and won
many international and domestic awards including Good
Design Award (1995, 1998, 2000, 2003, 2006, 2010), Echo
Build Award. He is known to have a profound knowledge of
science, the structure of atom, philosophy, metaphysics and so
on. Author of “GOoD DESIGN”

EDWARD SUZUKI DESIGN
鈴木エドワード建築設計事務所株式会社
代表 故 エドワード 鈴木 氏

自然本来の恵みあふれた食材となることだろう…。
なぜなら、有機農業さえ、たい肥で土を富栄養化し
土本来の力を失わせてしまうと憂う今
日本、いや、世界でも有数の自然栽培の大家の

Proﬁle

指導のもと、栽培されるからだ…。

鈴木エドワード建築設計事務所 代表。

まさにその作物は、大地そのもの

1947 年埼玉県生まれ。ノートルダム大学、ハーバード大学大学院アーバン
デザイン建築学部卒業後、1974 年バックミンスター・フラー・アンド・サ
ダオ、イサム・ノグチスタジオ、1975〜1976 年丹下健三・都市建築設計事
務所を経て、1977 年鈴木エドワード建築設計事務所設立。さいたま新都心

母なる大地から直接手渡される
最高の自然界からの贈り物…。

宅まで幅広く手がけ、グッドデザイン賞、エコビルド賞など数々の賞を受賞
している。科学、原子構造、哲学、形而上学などにも造詣が深い。
著書「神のデザイン哲学：GOoD DESIGN」他

MARTH の友である彼は、Lastra の美しきハートを持つリーダー

Medicine & Farming of the Same Source
-Agriculture & Life in Natural Harmony 「化学肥料や有機肥料などを一切使用せず、出来るだけ土を自然に保ち、

であろうとする。「自然」を感じること。建築設計上、どんな

栽培することで土は本来の素晴らしい力を発揮し、その地域に住んでい

に限られた条件であれ、必ず自然を感じさせる、空間の立体構

る人間を養うのに十分な健全な美味しい農作物が豊富に収穫できる」と

成をなす。日本の伝統的な知恵（庇・縁側）、自然エネルギー

いう昭和 10 年に発表された自然栽培のヴィジョン。その常識とは真っ

（通風・光）等を取り入れ生かすこと。また、最大の特徴はそ

逆さまのアプローチに困惑した河名氏だったが、肥料を施さずとも、健

こに「感動」があること。日々感動があり、日々幸せ感をもた

全に脈々といのちをつなぐ自然の営みを自らの農業体験から目の当たり

らすものでなければならない。デザインとは、そのような「感動」

にし、また、中国の偉人の「その民族の健康状態を知るにはその地の土

を人々に与えることである。

を見ればわかるものだ」「 土が病んでいれば、その民族は病み、土が健
全であればその民族も健全となる」という言葉を感得し、肥料を施さな
い自然のままの土で育まれた農産物を食すことで人間の身体も病魔に侵
されることなく、薬に頼らなくとも健全に生を営むことができる、と医
食同源ならぬ医土同源の道を歩み始めた。そして、自然の摂理を応用し
た自然と調和した自然栽培法こそが人類を病なき世界に導くデザインで
あると確信した河名氏は自然栽培の農産物をかなめに自然との調和の大
切さを世に訴えていくために起業した会社を「ナチュラル・ハーモニー」
と名付けた。それは闘う必要のない、自然のバランスをくずさないライ
フスタイルを探究するためだったと彼は言う。

L a st ra
Ed ward Arch itect

HIDEO KAWANA

株式会社ナチュラル・ハーモニー代表。
1958 年東京生まれ。16 歳の時に姉の死に直面し
医療の無力さと健康の大切さを痛感する。
大学卒業後就職するも、大自然と調和する生き方を自
らの肌身で感じるために 1 年間千葉県の自然栽培農家
に住み込み農業修行をする。1985 年東京に戻り
「ナチュラル・ハーモニー」を設立し、農産物の引き
売りを経て 1988 年に世田谷区下馬に 3 坪ほどの
出店。1998 年横浜市青葉区に衣食住全般にわたる

（メンバー）の方々の食の安全を守るために参戦する。

私は、自然との一体感を持つことが何より好きで、常に自然体

河名 秀郎

八百屋を開店。1994 年青山に自然食レストランを

駅や渋谷警察署宇田川派出所、下鴨の家など、公共施設から個人邸、集合住

設計哲学
Design Philosophy
I love nature and strive to be as natural as possible in all my
designs, however limited the space or other conditions maybe.
I always try to allow nature to be felt. I also try to apply
traditional Japanese principles and concepts - such as roof
overhangs, peripheral corridors, light filtering through shoji
screens, and cross ventilation - to new designs, using both new
and old materials. I strive for my architecture to touch peoples'
hearts, because after all, we are all here to be happy and enjoy
the dramas of everyday life. My goal is to communicate and
propagate happiness through design.

最高に美味で栄養高い、しっかりした

自然と調和した暮らしのコンセプトショップ
「インターナチュラルガーデン

プランツ」を出店。

2007 年青葉区から都筑区のノース ポート・モールに
移転し、「ナチュラル & ハーモニック プランツ」に
名を改め出店。同年東京・銀座に自然食材店
「結市場」レストラン「日水土」からなる
「ナチュラル & ハーモニック銀座」を出店、その他
2005 年「ナチュラル & ハーモニックスクール」を
開校し、「医者にもクスリにも頼らない生き方
ハーモニックライフ実践セミナー」を全国各地で開催
している。また、全国の生産者の育成にも力をいれ
2004 年から開始した「自然栽培」の定期個人宅配は
日本の草分け的存在で今もなおトップを走っている。
今後は、高品質高級路線の宅配を HEALING. と共に
行ってゆく。また映画『降りてゆく生き方』の原点に
もなった本の著者でもある。著書に『自然の野菜は腐
らない』( 朝日出版社 = 刊 2009 年 )、『本当の野菜は
緑が薄い』( 日経プレミアシリーズ = 刊 2010 年 )、
『野
菜の裏側』( 東洋経済新聞社 = 刊 2010 年 )、『日と水
と土』( 博進堂 = 刊 2010 年 ) 等出版。

彼は長年 MARTH の音楽ばかりを聴いてきたと言う…。
その中でも一番好きなのは MARTH の
「Natural Harmony」というアルバムだ。
MARTH の音楽を聴いて育った娘と息子は
MARTH となかよし。

God's Scheme

As a matter of fact, some evil people who are not
interested in essential matters bought the land
nearby to gain profit and to disturb our projects. I
think it is the biggest problem in resort
development.
What comes next is problems of permission and,
of course, those of environment of a resort.
Considering it, we are inclined to avoid a
large-scale development and something
magnificently big in Lastra projects. Big projects
need great labor accordingly. Big resorts and
hotels are not always good. On the other hand, we
value the quality of privacy and luxury.
Let me take an example. Imagine a new hotel like
a huge boat is open at a big and beautiful marina.
The hotel is like a gigantic passenger boat. Who
will feel wealthier and more elegant, the one stay
at a hotel like a huge boat and those who own a
boat and stay there? I feel the latter feel wealthier
and more elegant from a viewpoint of a resort
specialist.

Lastra gives the biggest weight on such values that
people of a beautiful heart become happy and
those who have a sense of oneness are ell-treated.
I think the world will stay dark unless people who
try to live such a beautiful life can live a happy life
and are envied by others. I wish the world is where
good and essential people are loved by the
universe and they can be happy. I want to tell
everybody about the law of the universe that such
people are treasured. These are the biggest
purpose for me to develop a resort. It was quite
natural for me to adopt such God’ s Scheme (the
law of the universe) for Lastra when I thought of
them to be truly healed, to live and stay at truly
wonderful environment.
I feel true wealth, true prosperity, continuing
success, and bliss, goodness, comfort and all these
things are beyond the ego, and have produced
Lastra based on such philosophy. In this sense, I
have endeavored to create a kind of suite, which is
far bigger as one building, wonderful, beautiful,
functional, and incredibly healing and therapeutic,
rather than focusing on making big buildings.
MARTH

ことわり

宇宙の理

若き日、私はリゾートの専門家であったのです…。
大開発といった、大きなリゾートを手がけていまし
た…。それは、仕事柄次々に大きな大開発を繰り返
さなければならないような状況にあったのです…。
当然そのときには、一番問題点であることが見えて
くるもので、通常で言う、それらに精通していると
いう状況が起きました。規模が大きいということは
それなりに問題点がたくさんあるのです。
本質的でなく、心清くない方が金銭目的で近くの土
地を買って、様々な妨害をするということも当然あ
るわけです。リゾート開発において最大の問題点は
私はそれではないかと思います…。
その後に、続くとしたら許認可の問題や、また当然
その場所の環境の問題です…。そのようなことをか
んがみ、Lastra では大開発や大きなものをさける傾
向があります…。それなりに大きなものは大変な労
力がいるのです。大きなリゾートやホテルであれば
よいというわけでもないのです…。逆にプライベー
ト性や、ラグジュアリー性ということが大切です…。
ひとつ例にとってみましょう…。大きな、美しい
マリーナに、巨大船のようなホテルができたとしま
しょう…。そのホテルは、巨大客船のようなものだ
ったとします…。そして、そこに、宿泊する人たち
と、自ら船を持って、そこに宿泊している人とどち
らが豊かで優雅な雰囲気になれるのか、とリゾート
専門家の目で見た場合、私は後者だと感じます…。

God's Scheme

I was a specialist of resort development when I
was young. I worked for developing big-scale
resorts. In fact, I was obliged to repeat developing
big resort as a professional developer. It was
natural that I became quite familiar with problems
of such developments at that time. The bigger a
scale of the resort is, the more it has problems.

Lastra では、心清き人が幸せになる、一体の価値観
を持つ方々が優遇される、そのようなものに、主旨
をおいています。そのような人生へ向かう人々こそ
真にうらやましがられるほど、幸せな生活ができな
け れ ば、世 界 は 闇 の ま ま で あ る こ と で し ょ う …。
善良な本質的人々が万物に愛され、幸せになれるそ
んな世界であってほしい、その人たちが大切にされ
るという宇宙の理をみなに知らせたい、そんな想い
が最大の目的であるゆえに、その方が真に癒やされ、
真に素晴らしい環境で暮らすことができる、また滞
在できるということを念頭においたとき、Lastra で
はそのようなゴッドスキーム（宇宙の理）を当然取
り入れてゆくことになりました。
ですから、豊かで真の繁栄と継続的成功、そして
至福、善良さ、安らぎ、これらのものは自我を超え
たところにあると感じていますゆえに、そのような
ところから、この Lastra をプロデュースしてきまし
た…。そういった意味で、大きなものというよりも
いかに素晴らしく、大きさを越えた、いちスィート
としては遥かに大きく、素晴らしく、美しく、機能
的であり、そしてかつ非常に癒しの能力、湯治力を
持ったスィートを創ろうとしてまいりました…。
ことわり

L as tra M u
計画された天の意志は、万物自然が切に望む、人間の本質、愛が切に望むものであるだろう…。
そのゴッドスキームは世界を動かし、人々を動かしている…。
それは、日本語では良心、良い心と呼ばれ、英語であるなら、ハイヤーセルフと呼ばれる…。
美しき世界を創ろうとする、その人類のビジョンは、神の意志ゆえに、天の意思ゆえに、止めることができない…。

Lastra のエグゼクティブプロデューサーで
ある MARTH はこう語っています…。
食の安全、空間の安全、また場の安全や
そこから生まれる意識の向上、気づきの向上
愛の深まりは、同じことをさしています…。

MARTH, who is an executive producer of Lastra, says,
"Safety of food, safety of space, and safety of field,
and enhancement of our consciousness and
of awareness, and deepening of love
are the same things...
They are called love, and beauty.

そして、それらは愛とも呼び、美とも呼び
それら真に価値あるものは、習ったものではなく
人間が本来持っている本質であると
感じてなりません…。

I cannot but feel these truly valuable things are not
something we learned, but they are the true essence
of men. I also feel it is really important for us
to materialize it based on quantum mechanics
and create beautiful model rooms for the planet earth,
and to introduce them to the world.
We endeavor to create sanctuaries, which we have
dreamed of for a long time, for the entire world.
We will work with the members who have the same
wish as MARTH to leave such space to the earth...
We will create beautiful Lastra resorts with the fund
of our members and the music royalties from MARTH.
Only selected members can use and stay at
Lastra Suites. We select members with a standard
that they endeavor to live in love of oneness
at this moment. They are a group of people who wish
to create an ideal model for the world like a beautiful
paradise and to leave it to humanity...

それをより具現化した、また量子力学的科学に
しっかり根ざし、素晴らしい地球のモデルルーム
を創り、世界の人に見せてゆくことは、大変大切
なことであると感じてなりません…。
そのようなものを、この地上に残してゆきたい
創りたいと願う、MARTHと同じような想いの方々
がメンバーとなって、今、世界中に幻の聖域を生
み出してゆこうとしています…。

ことわり

MARTH

メンバーの皆様からいただいたメンバーフィーと
MARTH の音楽ロイヤリティーからの資金提供によって
美しき Lastra は世界に創られてゆきます…。
Lastra Suite は、選ばれたメンバーの方々しかご宿泊、ご利用ができません。
そしてその基準は、一体（愛）の価値観を今美しく生きている方であるという在り方に根づいております。
また、世界の見本となるような、地球の理想的真に美しき楽園のようなモデルルームを創りたい
人類に残したいと願っている方々のつどいであることでしょう…。

We will create beautiful Lastra resorts with the fund of our members and the music royalties from MARTH.
Only selected members can use and stay at Lastra Suites.
We select members with a standard that they endeavor to live in love of oneness at this moment.
They are a group of people who wish to create an ideal model for the world like a beautiful paradise and to leave it to humanity...

Lastra

We wish to create a beautiful world for
humanity We wish to show you a beautiful
sanctuary, a model of the ideal world We wish to
show you a beautiful future so that you cry with
joy from the bottom of your heart
Last Resort

Message
Lastra のメンバーたちは、MARTH の音楽をこよなく愛し、この一体性を同じビジョンと深く感じる人々である…。

腐敗した 分離した人々が称賛され、うらやましがられた時代から

人類が新しき世界を生み出すことが可能だとすれば、一体性である愛をそれぞれが取り戻すしかないと気づく人々がいる…。

愛ある人々が一体性を持った人々が称賛され、祝福される世界にトランスフォームするべきと感じる人々がいる。

その部分で MARTH に深く同意する…。

そのような人々が増えることで、Lastra の在り方は世界中に広がることだろう…。
その価値を真似る人々が世界中に広がるなら、それこそ Lastra の願いそのものである…。

MARTH が自らの音楽をこよなく愛してくださっている世界

私は若い頃から事業家でした…そして、リゾートの専門家で

中の方々に呼びかけています…。

もありました。そんなところから地球のモデルルーム、幻の

新たな時代が起こってきます…。

聖域、最後の楽園 Lastra を生み出しました…。

それを、一体性に気づいた人々の世界、自我の終焉の世界、

それが、そのような志のある、美しき未来に向けた愛のある

自我をこえて生きる、美しき新たな人類の世界と位置づけて

事業家たちが学ぶことができるところであってほしいと願い

います…。

ました…。

そのような気づきを持った、目覚め、進化した人類が、新し

そして愛しさをルールに沢山の人々が雇用されて、本質的な

い社会を生む…そう信じています。

企業で働ける、そんな世界を生めたら…。一体性に気づいた

そしてその社会を創ってゆく、またそのような美しき世界を

上司、一体性に気づいた仲間たち、愛にもとづいたスタッフ

創っている企業で力強く働く方たち、そのような雇用は何よ

たち、一体性に気づいたオーナーたち、そのような企業が沢

りも愛しく、また大切になってくるのではないかと感じてい

山生み出されてゆく、また、そのようなエリアが沢山出来て

ます…。

ゆく、それが世界の見本となるのではないかというところか

それゆえに、そのような人の本質、一体性（愛）を持った企業、

ら、この美しいリゾートを生み出しました…。

一体性を持った仕事、一体性（愛）を持った様々な実業が、

そして、世界中の心ある人々が、この事業に参画し、みなで

今何よりも必要になっている時代だと感じています…。

ずっと望んできた美しき地球の楽園、今後の正義ある世界、

そして、そのためにはそのようなリーダーたちが沢山必要で

また美しい企業、愛ある実業を共に生んでゆけたら幸いだと、

す…。そしてそのような人々、そのように生きようとする力

今、切に感じてなりません…。

強い美しきハートの人々が沢山現れ、またつどうことも何よ
り大切だと感じてなりません…。

それゆえに、そのような熱き心の深き真に善良な人々に呼び
かけます。共に新しい地球を生み出そうと…。
共に真の事業に取り組もうと…。
MARTH

We will create a beautiful paradise, which is a model for the future generation,
along with the people with a beautiful heart and the same aspiration.
MARTH is now calling out to the people of the world
who love his music profoundly. A new era is coming.
We understand there will be a world where people are
aware of oneness, they end the ego, and beautiful New
Men live beyond the ego. We believe that such
conscious, awaken, and evolved humanity will create a
new society.
We feel that people who powerfully work for
companies that will create such a society or a beautiful
world are loving and valuable. Therefore, we feel that
such corporations with the true essence of humanity
and the quality of oneness of love, jobs with the quality
of oneness, various businesses with the quality of
oneness of love are needed more than anything else in
our age.
We need hundreds of thousands of leaders for this
purpose. I cannot but feel we need to have more
people of a beautiful and passionate heart who
endeavor to live as such. I think it necessary for them to
get together.

I have been an entrepreneur since I was young. I was
also a resort developing specialist. That is how I created
“Last Resort – Lastra” , a model room and a dream
sanctuary for the planet earth.
I wish the resort will be a place where loving and
aspiring entrepreneurs can learn a lot about creating a
beautiful future. I also wish that we can create a world
where people are employed by essential companies. In
such a company, executives are aware of oneness.
Friends are aware of oneness. The staff is based on love.
Owners are aware of oneness. Such companies will
increase more and more. I created this beautiful resort
with the hope that it will be a model of the world.
I profoundly feel now that it will be great if people of a
beautiful heart join this project and create a beautiful
paradise on the earth, the world of justice, beautiful
corporations, and loving businesses together in the
world. I am here to declare this to the truly good and
passionate people of the world now. Let’ s create a
new world on earth together. Let us lend your hands…

Lastra
Why are we particular about small luxury hotels? Peace of mind comes from
silence, ending of a value of separation and a release from a sense of
separation. When we consider quality of privacy most important, we have
come up to a small luxury hotel.
We feel that luxury and silence in such a hotel where a guest doesn’ t have to
see others are inevitable in the crowded modern society.
Luxury to spend a truly private time… It is a theme of Lastra to truly heal
body and mind of our members.

プライベート性を重視
なぜ、スモールラグジュアリーにこだわるのか。
安らぎは静けさ、分離の価値観の終焉
分離感からの離脱によって生まれ
そのプライベート性を重視したとき、スモールラクジュアリーとなる
人となるべく会わない

贅沢や静けさ

密集した現代では、大切なアイテムであると感じます…。
孤高のプライベートタイムを送る贅沢
Lastra のテーマは、真の心と身体の癒しであるのです…。

Lastra のメンバーたちは、この世界がすべて同じもので創られ
ことわり

すべてが一体であることの万物の理に深く精通している
それゆえに彼らは自己拡大をさけ、争いをさけ、愛の星を創ろうとする。
Lastra members are quite familiar with God's Scheme (the law of the universe)
that everything in this world is made of the same substances
and that everything is connected as one.
Therefore, they try not to boost the ego, avoid conflicts and endeavor to create a planet of love.

Lastra Mu

Quantum suite
160 ㎡ 6m×26.7m

Lastra Mu
Main villa

160 ㎡ 6m×26.7m

Membership Healing Resort

Lastra

Lastra の施設

世界中の美しき愛ある 深き場所に Lastra と命名しながら丹精こめて
メンバーの方と共に幻の聖域 Lastra を創ってまいります。
皆様がその幻の聖域 Lastra の世界をより体験したいと、もしも望み
地球のモデルルームを世界に広げたいと望むのであれば
そのような美しきハートの方々がメンバーとして数多く

世界に Lastra を創る私たち Last Resort です。

選ばれてゆくことでしょう。
少しずつ、ていねいに 同じ志をもった選ばれしメンバーの方々と

Lastra
Mu

屋久島
「地上最後の楽園 Lastra Mu」

深き物語の地に、世界の見本となれるよう
Lastra Healing Suite を創って参る予定です。

建設中
2020.7

The Last Paradise Earth

候補予定地

Open 予定

Last Resort のビジョンの一部
※リゾートホテルスィートタイプとラグジュアリースィート（別荘）タイプを世界中に…。

Lastra Ainu

Lastra Hana

Hawaii

ハワイ

Lastra Como

Italy

イタリア

ニセコ

C h i k u bu

Lastra Bohemia Czech

チェコ

Lastra Sion

イスラエル

Jerusalem

Lastr a
奥琵琶湖

Lastra Herai
十和田湖

建設済み
2019.11.24 Open 予定

「竹生の雅」

隠れ家

C h i k u b u n o M iyabi
和モダンの極み

Lastra Chikubu

奥琵琶湖

Lastra The Ships of Tarsish Bella Vista MARINA

那須高原

石川

Lastra Hatauji

広島

Lastra Susa

Lastra Kunitoko

Lastra Moses

京都

宮島

Lastra The Ships of Tarsish Yokohama
Lastra Tokyo

Lastra Takeru

熊本

Lastra Amateru

伊勢

Lastra Fuji

Lastra Ark
剣山

Fuji

横浜

河口湖

白金

河口湖

「河口湖

Lastra The Ships of Tarsish Ashiya
Lastra Seoritsu

Lastra
建設済み
2019.8.25 New Open

不二への道」

Fujiheno Michi

芦屋

芦屋

Lastra Izaiya
沖縄

Lastra Mu

屋久島

Last Resort は、無借金の企業です。
この Last Resort たちは、MARTH の自己資金と、心ある MARTH と志を共にする親友たちで
構成されたメンバーの方々の資金によって創られてゆく、未来の地球のモデルエリアです。
一切腐敗した金融機関との融資等のおつきあいはありません。

Lastra
Kunitoko
那須高原
「ヒーリング

建設済み
2020.2 Open 予定

ロイヤル スィート」

Hea l i n g L o y a l Suite

Last Resort

Healing
Architecture

Lastra
Chikubu
奥琵琶湖
「隠れ家

目に見える部分はもちろんのこと
目に見えない部分にこそ
こだわりを極めつくしています。

革新的な新しいテクノロジーを

竹生の雅」

C h i k u b u n o Mi y a b i

そなえた最先端天然・高エネルギー
抗酸化ヒーリングシステムは
未来の住居の美しきひな形のよう…。

和モダンの極み

和と洋の粋が織りなす
和モダンスィートタイプヴィラ

悠久の時を感じさせる静寂や、
安らぎに包まれることでしょう。

Healing Bath
数々の伝説を残す奥琵琶湖に
浮かぶ竹生島を眺めながら信楽焼陶浴槽に浸かる
最上のひとときに、まるで、時が止まるかのよう…。

そこは高台から竹生島の浮かぶ琵琶湖を
眼下に見下ろす絶景が広がっています。

竹生島を見下ろす 1200 坪の敷地に
たった 1 棟 厳かに佇む「隠れ家 竹生の雅」

井戸水にエネルギー水化を促し全館に供給
埋炭および抗酸化処理を施した Lastra

Wa Modern Healing Suite

竹の小道を抜けるとひっそりと佇む

隠れ家

竹生の雅

いにしえの昔から大切にされし
「場」の力を さらに高みへ…

和と洋の粋が織りなす太古の神秘を感じる
和モダンスィートタイプヴィラ タイプ

竹生島を望む清らかな土地や凛とし

奥琵琶湖の名所として名高い桜並木に面した

た 竹 林 の エ ネ ル ギ ー に 加 え、炭 素、

入り口を入ると、まっすぐにのびた竹ともみじが織りなす凛とした

菌類、薬石、竹炭などを利用しさら

道を上ったところに、静寂のヴェールに包まれた

に身体にやさしく地球にやさしいエ

ヒーリングスィート「隠れ家 竹生の雅」が待っています。

ネルギー環境へと調整・変容させて

そこには、まるで神域に誘われるような空気が広がっています…。

います。まるで神社仏閣を想わすよ

高エネルギー・抗酸化ヒーリング システムを施した建物

うな神聖な空気感を解き放つ場所は、

竹生島からエネルギーが流れこむお部屋に

誰もが還りたいと願う真のリゾート

芯からあたたまるベッド。

の在り方のようです…。

日頃の疲れを心身ともに癒し、心地よい眠りを
ご体験いただけます。
2019.11. 24 Open
オープン前のイメージ画像になりますので実際とことなる場合がございます。

Stone と Silk が究極の癒しをかもし出す
富士溶岩ヒーリングベッド
「HEALING HOUSE 河 口 湖 不 二 へ の 道 」
には希少な富士溶岩を配したヒーリング
ベッドをご用意致しました。
火山活動によって地中から噴き出した
マグマが冷え固まることにより形成され
る溶岩石は、遠赤外線やマイナスイオン
効果にも優れ、デトックスをサポート致し
ます。また、ベッドマットレスに使用した
天然ラテックスは、ふっくらと身体を包
み、きめ細かい弾力でしっかりと身体を
支え、シルクのカバーリングでしつらえ
ました。安心した心地よい眠りをお届け
します。

Lastra
Fuji

河口湖
HEALING HOUSE
「河口湖 不二への道」

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

バドガシュタイン鉱石をベースとしたス
トーンファニチャーは細部に至るまで癒し
の力がくまなく施されています。まるで雲
の上に抱かれるような柔らかい低反発の
クッションの下にはバドガシュタイン鉱石
がしき詰められ、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。足先が少
し上がったフォルム、背中のカーブを包み
込むようなデザインは、バドガシュタイン
鉱石の癒しの力を全身で体感できるように
との願いから生まれました。はかりしれな
い自然界の癒しの力に身をゆだねる贅沢な
ひとときをお過ごしください。

世界初
クォンタムラドン
高気圧酸素カプセル

富士の天然水に癒されて

霊峰 " 富士 " を眺めながらひたる
信楽焼陶浴槽の湯はバナジウム豊富な天然水。

「 河口湖 不 二 へ の 道 」
高エネルギーと抗酸化テクノロジーを集結した

Healing House

抗酸化ヒーリングハウス
「 HEALING HOUSE 」の目の前には、
富士がそびえたつ。富士とは、「不二（二つでない）」
一元のこと。この世は本当は自と他のない、すべてがひと

老舗イタリア名門のシルクファクトリーから取り寄せた美しき高エネルギー・抗酸化加工
されたカーテンや家具に囲まれる…。

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。
高気圧の中で行うホルミシスや
テラヘルツ、さらに、クォンタ
ムライトを加えました。その相
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

つにつながった、そんな未知なる、神秘なるところ…。

を正常な軌道に戻し、身体の本

すべてが一体の世界に今もこの瞬間もいる。それは真の自

来の力を呼び覚ますことでしょ

己、真我、大我、一者、一元などと様々に名づけられる

う。

真の心のふるさとのことではないのだろうか。富士とは、
「不死（不老長寿）」とも言われる場所に、徹底的に高エネ

QUANTUM HEALING LIGHT
岩盤光炉

近赤外線と薬石の織りなす空間が 癒しの境地へと誘う…

ル ギ ー・抗 酸 化 ヒ ー リ ン グ シ ス テ ム に こ だ わ っ た
HEALING HOUSE「不二への道」が誕生致します。

New Open 2019.8.25

Courtyard
Healing
Spa

Lastra
Kunitoko
那須高原
ヒーリングロイヤル スィート

中庭のヒーリングスパ
石と水に癒される…
広い中庭のスパエリアでは
バドガシュタイン鉱石やその他
各種薬石を使用した露天風呂や
信楽焼陶浴槽をお楽しみいただけます。

Lastr a

Kunitoko

Healing
Water
Pool
癒しの水と遊ぶ…

ロイヤルとは、万物に一体なる自然界に誠実な
忠実なという意味を持っています。
善良なメンバーの方々の心と身体を癒していただくために
ひとつ、ひとつにこだわって
ロイヤル スィート Lastra Kunitoko は完成しました。

自然林の美しさに溢れる那須高原に佇む

ヒーリング ロイヤル スィート

Lastra Kunitoko
Healing Suite

那須高原

ロイヤルリゾートに住まうように癒される…
威風堂々のヒーリングスィートタイプ

1200 ㎡の土地に 300 ㎡という広々とした空間はまるで
ヒーリングアイテムのワンダーランド。
ホワイトシリカ張りのフロア。各種薬石を敷き詰めた室内温水プール。
高エネルギー・抗酸化ヒーリングシステムを施したシラス珪藻土の壁。
水をテラ化し、さらにヒーリング仕様を施した
ナチュラル ヒーリング ウォーター。
最先端のヒーリング仕様ファニチャー、オリジナルの釉薬を施した
信楽焼陶浴槽。さらに中庭にはバドガシュタイン鉱石等、薬石を使用した
露天風呂や、那須ならではの天然温泉を堪能いただけます。
まさにヒーリングの匠の自邸に招かれたかのごとき
ラグジュアリーなヴァカンスをお過ごしいただけます。

Extraordinary
Healing Quality
比類なき癒しのクォリティー
こだわりをもって選び抜かれた贅沢なスィート。
高エネルギー・抗酸化ヒーリング システムを施し
た珪藻土の壁、さらに、すべてのフロアにホワイ
トシリカが貼られ、マイナスイオンに満たされた
空間には居ながらに癒されるほど…。
そこに置かれる岩盤ベッドやカウチ、ソファから
寝具に至るまで
このヒーリング ロイヤル スィートのために
デザインされたアイテムは HEALING. の
New プロダクツとして誕生致します。

2020.2 Open 予定

Lastra The Ships of Tarsish

Lastra The Ships of Tarsish

54 feet

Lastra Mu Healing Cruiser
44 feet club boat
equipped with healing system

44 feet

three-dimentional Italian design
enhances its beauty

46ft Healing Cruiser

This is the best place where people of a beautiful
heart get together and enjoy parties and concerts
on board, or take a short cruise to a near-by
marina...

芦屋マリーナ（就航済み）

Stay at Lastra Cruiser listening to the sound of the
ocean,and you will experience the most luxurious
time just like a hero and heroin of beauty and
justice in a foreign movie.

横浜ベイサイドマリーナ（予定）
Lastra Mu healing cruiser

46 feet

Luxurious
波のさざめきを聞きながら
ホテルとしてご宿泊いただくとき
まるで心美しき外国映画の正義の主人公のように
美しきハートフルでラグジュアリーな
ひとときをお過ごしいただきたいと願い
そんな想いをこめて生まれた、ヒーリングクルーザーです。
ときには船上でコンサートやパーティーなどの
イベントを楽しんだり、近距離のマリーナまで
ショート・クルーズに興じたり
心美しき人々がつどい、遊ぶには
まさにこれ以上最適な空間はないと言ってもよいでしょう…。

ベラビスタマリーナ（予定）

The true law of success lies in
love (the oneness of all beings)
for a resort, for a business and
for our lives...
You will find both spiritual and
material wealth
only when you fulfill it...

healing cruiser
HEALING. の叡智を集結させて
世界初の「ヒーリングクルーザー」として
抗酸化ヒーリングシステム仕様の
ビューティーイタリアンクルーザーが
芦屋マリーナに浮かぶヒーリングスパスィートとして
美しく奏でる癒しのミュージックと共に
特別な体験をゲストの方にご提供しています。
世界で初めて船にヒーリングを施し
乗るだけで癒されるヒーリングクルーザーとなりました。

44 フィートのヒーリング機器
抗酸化ヒーリング システムをまとった
ビューティーイタリアン
ヒーリングクルーザー
HEALING. の叡智を集結させた
その想いは今なお力を増して
「ヒーリングクルーザー」や「ヒーリングカーズ」
「ヒーリングプレーン」への実現へと向かっています。
Lastra The Ships of Tarsish は機能性に優れることはもちろん
その流麗なラインや外観および内装デザインが
かもし出す美しさは最新のイタリアンメードならでは…。
さらに、HEALING. の癒しのテクノロジーを結集し
居ながらにして癒される世界中どこにもない ヒーリングシップとなりました。

Healing Cruiser

Lastra
Museum

LASTRA Museum
神戸ラストラショールーム

神戸 Lastra ショールーム
We accept your inquiries,
applications and interviews
from over the world on the internet
.We also introduce you our reception
office for those who wish to visit us
directly for your needs.
This is Lastra Desigh Studio located at
Herman Heights District,
one of the best district of Kobe, Japan.

世界中の人々からの

Lastraのお申込やご面接は

Web上でも可能ではありますが、

直接いらして行いたいとされる方々のための

申込センターとして、

神戸東灘区の一等地ヘルマンハイツ地区に
Lastra デザインスタジオがございます。

Kobe Showroom

Fist Concierge Service
Lastra に流れる音楽や空気、そして風は
MARTH の生み出す大自然からのメッセージのような楽曲に彩られる…。

人類と地球万物に貢献する心美しき人々のための Lastra では
選ばれし素晴らしき方たちだけが享受できる様々な
ファーストコンシェルジュサービスをご提供しています。
たとえば、MARTH の友人である

We share the same vision and mission with our members.
It is because we profoundly wish to create a model area
where we can encourage the world and have the humanity
to aware of a beautiful life.
We wish to guide people to live with a beautiful heart
and to show them that only such people can enjoy the value
which status, fame, and money cannot buy.
We endeavor to create such a beautiful resort
where all the people of the world can feel an urge
to live in love with oneness.
And we confirm that is
what "Last Resort - the last paradise for humanity" is for...

世界最高峰のオーケストラやミュージシャンを予約制でスィートに招き
こころゆくまで美しき音楽の世界で涙し浸るといった夢のような体験
また、本質的（一体性を持った）音楽家、セラピスト、エステシャン、舞踏家、シェフ等
MARTH と親しい人々をスィートに招き
それぞれの分野で癒されるひととき
中にはフラワーアレンジメントの名手が
スィートをこのうえなく美しく飾る‥そんな贅沢なおもてなしも‥。
１ヶ月以上前からご予約をいただければ、各スペシャリストに交渉します。
きっと素敵な美しい貴重なひとときがかなうことでしょう。
（ なお、料金は別途ご相談となります。）

私たちはメンバーの方と
同じビジョン、ミッションを共有しています。
それは、世界が、人類が美しき人生へ向かうモデル
エリアを創り、人々に気づきを促したいと切に願っ
ているからです…。美しきハートへトランスフォー
ムすることを促し、そのような人々のみがそれらを
堪能する、地位や名誉やお金では、手に入れられな
い価値をハートの美しき人々のみが手にすることを

Lastra Design Studio

Lastra, created for people of the beautiful heart who contribute to the well-being of humanity and the entire
universe, offer various “Fist-Class Concierge Service” to the only selected and wonderful members can enjoy.
For example, members can invite the world’ s high-quality orchestra and musicians to their suite, indulge
themselves in listening to beautiful music, shed tears to their hearts’ content. Or they can heal themselves by
such essential specialists as musicians, therapists, estheticians, dancers, chefs, and so, who is also closely related
to MARTH. You can even adorn your suite with the help of a guest flower arrangement specialist. It is such a
gorgeous entertainment for yourself…

見せたいのです。
私たちは、愛（一体性）のある人々になりたいと
世界中がそう感じ、人類が愛で生きようと思ってく
れるほどに美しきリゾートを生み、それこそ人類最
後の楽園 Last Resort と認めるのです…。

Please submit your request to your favorite specialist for
more than one month in advance of your stay.
We will negotiate with him and try to fulfill your dream.
This is an extra service with a separate charge.

Lastra

It seems gods are trying to create the world where people can heal both body and mind according to the original law of nature.
It is as if the world of love certainly comes as the true quality of humanity is the love.
We strongly wish that this love (harmony) of healing will spread from Japan to the whole world.

L a s t ra

Epilogue

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。
わ

その癒しの愛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。

Epilogue

愛

その約束から３０年以上…

The founder and executive producer of “Lastra” made a
promise to himself when he was young. It was a creation of a
land of healing, a model space for the world. He didn’ t want
to follow the corrupted world. He wanted to manage
businesses according to God’ s wishes.
It has been more than thirty years since he made the promise.
He is endeavoring to create a land of healing still now. He has
been given excellent healing wisdoms of the world since the
inception of HEALING. Co., Ltd., trying to be true to live a
life which God wishes for. “Lastra” is born as a compilation of
the quest of the founder, and as a model area for the world.
Vision of “Lastra”
All living environment for humanity is to become healing for
both body and mind. We wish every possible thing heals
humanity, nature and the earth with a perfect command of
healing wisdom from nature. We wish to offer a kind of space
where people can heal naturally without doing anything
particular, and that they are energized by the quality of oneness
of the universe. “Lastra” will carefully select authentic materials
and produce healing products which heaven and the true
essence truly wish for. They are the miracles of this planet,
having electrons circulating in order, made by natural farming,
and given the power of nature.

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。
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
というプロジェクトなのです。

そして

世界の見本となる」

It seems gods are trying to create the world where people can
heal both body and mind according to the original law of nature.
It is as if the world of love certainly comes as the true quality of
humanity is the love.
We strongly wish that this love (harmony) of healing will spread
from Japan to the whole world.

“Lastra” resorts, which we introduce all these healing products,
are currently being built one after another all over Japan. We
are determined to create the greatest paradise as a form of a
resort based on the quality of oneness.
Our founder answered to a question what a resort was when he
was young. He said, “a resort” is something that we don’ t want
to “return” . It is a loving and incredibly beautiful place which
nobody wants to return once he visits it. Just as if the ancient
people avoided wars and never returned to create a world of
harmony (love) with a great wish that they didn’ t want to
harm others who seemed the other but one and connected
with themselves. They never took anything even if taken. They
left their homeland, abandoning everything but valuable
manas (seeds of cereals and rice) in a vase and headed for the
promised land in the east.
“Lastra” is a project “to make Japan a land of healing with
harmony (love), and to represent it to the world” .

Lastra

www.lastramu.com

