
NAU銀河計画新しい地球を創る
６つの自立 各事業と全体構造

株式会社NAU

（株式会社エキスパートシステム エンジェルバンク合同会社）
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それぞれの星が断トツNO,1で太陽の周りを自転
しつつ、ほかの星々と連結をしながら

同時に全体の太陽系を形成する

新しい国造り NAU銀河計画

持続可能な社会と循環経
デジタルとオーガニックが融合する
新しい循環する経済を生み出す
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新しい世造り：持続可能な新しい循環社会
自然と共生し経済を地方ごとに循環させる

• 破滅を回避した、持続可能、循環型の、新しい世じゃ。６つの自立を６つそれぞれの業界で実現する

• ６つの業種の６つの事業で各々業界第一位となり、成功する【単体が独立して経営しつつ、全体のNAUを形成】

①水と農業、地球環境 ②医療 ③電子マネー、金融の仕組み

④突出した技術の事業化による新しい産業・経済

⑤フリーエネルギー ⑥次世代のリーダー人材 経営者社長育成

★NAU銀河計画とは何か

これらすべての事業（単体企業）は、それそれ各業界の次世代のプラットフォームとなり、断トツで第一位となる。

NAUは、海外に会社を作り、ファンド、やがては銀行、生命保険会社も作る。

各事業の単体企業はそれぞれ単体で成功し、上場を果たすが、

全体の方の一つ（１社）であり、ほかの業界の単体の企業（事業）とも連携を取り、同じ傘の下で、協力しあう一つのＮＡ
Ｕである。

それぞれの事業（企業）は１つのNAUの各パーツとして、ＮＡＵの全体を構成している。NAU全体で財閥を作り、新しい
経済を生み出し、NAUマネーで取引しあい、互いに株を持ち合って、結束を固める。

NAUは、各業界の断トツ一位のプラットフォームとなるそれぞれの６つの業界でのNAUの事業（企業）はすべて、NAU
が株を持ち、NAUの一事業部、事業パーツであるが、どれも、久野・坂の上など現在の経営陣が退いても、ちゃんと成
長を続ける立派な財閥・企業群となり、

天が作りたかった世界を地上に創る使命を果たし続けていく。日本経済を再生し、NAUの各々の事業で世界を救う
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NAU銀河計画
新しい世は６つのNAUの事業（企業）の相互成功が創造する

①オーガニッ
クNAU農業と
水、地球環境
復活/地方創

生

②医療・健康

美容・医食同
源

アンチエイジ
ング

③世界共通電
子マネー・金
融システム

【外資系企業】

④フリー

エネルギー
⑤経済・産業

⑥次世代ので
きる経営者社
長リーダー人
材教育

（WEB/ITに精
通は必須）

株式会社NAU

NAUヴィレッジ

NAU ORGANICS 

Limited(外国）
NAUマネー振替所

業務用ドクター
ORGANIC NAU

マーケット

オーガニック産業化
業務用ドクターオーガ
ニックNAU（ECサイト）
アースセイバー
NAU土壌改良微生物資
材・NAU CAFÉ FC展開
会員制My NAU FARM

有機農業リーダー育成

エキスパート
システム

エンジェルバンク

細胞再生＆解毒
古の特別な湯治場＆医食同
源NAU断食セラピー
ドクターズブランド
零ちゃんの命の食シリーズ
病院のNAU CAFÉ FC展開
NAU医療部
Dr.NAU医師認定サービス

NAUマネー
NAUカード
NAUポイント
世界各国共通
電子通貨
新しいマネー

フリーエネル
ギー開発
電力・発電機
技術製造開発
フリー電力自
動化装置など

各種次世代の突出した
技術の産業化
プラント重機・高分子
新しい経済市場の開拓と
創造
すべての経済をNAUマネー

で流通（COCONAU活用）

NAU志大賞・JAPAN EXPO

天城よみがえりのNAUビ
レッジ COCONAU 各種塾
①稼げるWEB事業家育成塾

②経営者同士ブレイクスルー成
功塾
③後継者・社長育成塾
④NAUビジネススクール（NBS）
⑤ITとWEB先鋭部隊⑥英語プレゼン

⑦NAU天才学校

COCONAU

NAU組合
マーケット

将来の展望
（海外で展開）

ファンド
証券

銀行

保険

農水省・環境省 厚生省 金融庁・財務省 エネルギー省 経産省 文部省・デジタル庁

4



NAUヴィレッジ
それは、６つの業界で主幹プラットフォーム
となるすべての商品・サービスがフルパッ

ケージで導入できる仕組み。
これが、次世代の地方経済を回す仕組みと

地方創生の成功モデル
• そのモデル地区が、天城よみがえりのNAUビレッジ

6つの自立で地方経済を循環させる。①②③④⑤⑥全部そろって、フルパッケージで導入可

世界各国から、NAUマネー（地方通貨にもできる）で地方に直接お金が入るビジネスモデル

NAUヴィレッジは、デジタル（IT）と、オーガニック農業（土壌改良微生物資材）と、緑の食料を推進する
「包括的な仕組み：業務用ドクターオーガニックNAUとアースセイバー」、そして、独自経済圏マーケット
のフルシステム（COCONAU）、デジタル屈指の突出した産業技術と、新しい電子マネーとフリーエネ
ルギー発電、との融合。そのモデルケースが、NAU ヴィレッジです。
NAUは、6つの自立で新しい循環型社会のすべてのプラットフォームを作っているのであって、たんなる
オーガニック農業をしているだけではありません。
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NAUマネーで流通循環する経済圏
それが新しい国のベース

地球環境と調和したオーガニックは暮らしと循環経済

④フリー

エネル
ギー

次世代技術と産業

新しい経済

新しいマネー

②医療

アンチエ
イジング

株式会社

NAU
NAU

ビレッジ

それぞれの業界で

主幹プラットフォームになる

③Nau 
money
＆card

⑤技術の
事業化

経済産業

次世代のリーダー社
長、できる人材育成

IT＆WEB先鋭部隊

⑥NAU

ヴィレッジ

次世代リーダー社
長育成塾

WEB＆IT部隊

①
Dr.ORGANI

C NAU

オーガニックNAU農
業＆土壌改良＆
アースセイバー、

NAU CAFE

NAU 
Organics 
Limited

外資

NAU MONEY 経済圏＝独自経済圏
COCONAU ＝ 新しい国の形（銀河計画）
法定通貨も使えます NAU CARDは世界各国で使用可能

NAU 

MONEY

NAU 

CARD NAU
EXCHANGE

NAU 

MONEY

地球環境と調和
オーガニック農業の産業
化のフルパッケージ

COCONAU

NAU振替所
海外

NAU 

NAU以外の電子マネー
法定通貨の経済圏
日本経済＆世界経済

MONEY

独自経済圏の国
際＆各国取引所
自由なWEBマーケット

各国COCONAU
日本版SNS （情報統制
なし・個人データ保護）
自分の電子マネーBANK

（個人資産の保守と維持。
機密保持）

N
A

U

M
O

N
E
Y

①②③④⑤⑥
の各業界の主
幹技術＆主要
事業は、株式
会社NAUの子
会社としてそ
れぞれ単独の
株式会社にし
て、NAUの母
体を全体で形
成する。

①②③④⑤⑥
のそれぞれの
業種で断トツ
No.1となり、
上場目指す。

株式会社NAU

とエンジェル
バンクはHD会
社
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NAU三位一体主要コア事業

③NAUマネー

NAUカード

COCONAU

④フリーエネルギー

①業務用ドクター
オーガニックNAU
（ECサイト）＆アー
スセイバー

自然も経済も食料も、持続可能な、循環社会をつくるNAU

過疎地を活性化させる
デジタル都市構想
最新IT技術と電子マネー
とオーガニックビレッジの融合
した日本の田舎になる！
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NAUデジタル都市構想
環境と調和し経済も循環させる

オーガニックNAUヴィレッジ＆最先端IT都市

•オーガニックNAUビレッジとは、

過疎地を活性化させるデジタル都市構想
•６つの自立の事業化で新しい地球を創る！

•最新IT技術 と電子マネー（NAUマネーとココナウEC総
合IT技術とサイト）と、地球環境を再生させて自然と調和
するオーガニックビレッジが融合した、日本の田舎へ！
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オーガニックNAUビレッジ
日本：世界の最先端技術の総合展示会場

JAPAN AGRI FREE ENERGY SUPER 
EXPO ORGANIC NAU VILLAGE

日本中、世界中からの、最先端技術を結集した見本展示、リアル視察OK

モデル社会、研究畑、研究所のオーガニックNAUヴィレッジ【地震・津波にも強い土地】

①ドクターオーガニックNAU農業

②最先端電子マネー技術と最先端ECサイトとITシステムと、循環経済の見本ビレッジ

（オーガニックとITの融合で第二市場を創り、地方創生を成功させる経済モデル）

③自然循環農業

④各種発電 ⑤水関係 ⑥各種ゼオライト ⑦各種水素関係

⑧プラズマ技術 ⑨フォトン技術とフォトン水 ⑩微生物＆土壌改良 ⑪バイオマス発電

⑫各種地方通貨と電子マネーのシステム

⑬電子マネーカード（NAUカード）＆フリーエネルギー＆オーガニック農業技術の総結集

これらを、オーガニックNAUビレッジ一か所で、すべて視察OK（宿泊＆研修施設完備で、海外のお客様用）

WEBとネット報道も実施します。リアル現地訪問と視察ツアー（温泉施設に宿泊し、研修も可能。商談用の
個室も完備）

ここがすごい！
あったらいいなをITで実
現し、ビジネスを飛躍さ
せる仕組みがフルパッ
ケージでご提供！
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ALL IN ONE！
必要なものがすべてそろって、パッケージで導入
できる（ニーズに合わせて、カスタマイズします）

• ここがすごいNAU！

• 世界がどうなっても、
• 地域ごとに生き残る方法、

• これ１つでぜんぶGET！

• 過疎化した地方も産業再生！
• あったらいいなをITで実現し、

• ビジネスを飛躍させる仕組み

• 次世代の新しい社会、持続可
能な地球をつくり、

• 脱炭素、オーガニック農業を成
功させるすべてを、

• フルパッケージでご提供！
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A:BASIC 【Silver】

A:基本セット

★自然循環農業と循環経済セット★

微生物資材＆有機農業資材

成功する農業指導

COCONAU流通システム（第二市
場WEB売り買い。地域物産展WEB

災害・防災告知システム、

ECサイト制作ツール（総合版）とサ
ポート＆WＥＢ人材教育

生産者と仕入れ業者＆消費者のビ
ジネスマッチング）＆NAUマネー（地
方通貨）

B:Sustainable Techs 【Gold】

Aの基本セットに以下が加わる

★持続可能デジタル都市セット★

１．NAUカード：地方電子マネー

とこのフルセットのIT管理システム

２．NAU CAFÉのFC展開

（第二市場、生産したら売れる仕組
みと新しい流通）

３．自動集客のAIシステム

４．微生物資材のプラント製造

５．２つ以上のオーガニック農業成功
技術とノウハウの伝授

C:Super Completed 【Platinum】

Aを含むBに、さらに、以下を含む

★未来型エネルギーの循環と経済循環セット
★

１．フリーエネルギー装置（予定）

２．ごみ発電や、各種発電プラント

３．各種天先的な技術のロイアリティー販
売

４．素材革命

燃えないプラスチック、燃えない木

鉄と同じ強度で、重量が極めて軽い素
材の販売

（３，４は、製造権、販売権などを売買と使
用料のロイアリティー）
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NAU MONEYで流通させるNAUの6つの自立の新しい
経済圏創出

それは、真の奴隷解放政策と自国の独立性を復活させ
る唯一の秘策。これこそが真の国家政策であり

政治である
• 我々は生まれながらに全員奴隷である。アメリカ、日本国家といえども、奴隷である。

• その構造は、現在の円やドルを使って経済を回すことにより起きている。

• 国家や政府、人々を奴隷から解放し、各国を独立させることはいたって簡単だ。

• ６つの自立を事業で果たし、巨大な経済を生み出す。それを、COCONAUなどの各国に置く、

国際的な独自経済圏マーケットで、NAU MONEYで「物々交換」するだけ。

• たったのこれだけで、血を流さなくても、地球を救えるし、各国を独立させることができる。

• 革命などする必要ない。政治でも変わらない。

• 変えられるものは、NAU MONEYと、COCONAU, NAUの６つの自立の産業化による循環経済

• これにより、持続可能な社会の基本、循環経済と自然と調和した暮らしが実現する。

• NAUのすべての事業は、天か作りたかった世界を地上につくり、世界と人類を絶滅と飢餓、戦争、金融危機から救うためにある。

NAUの6つの自立による「新しい国造り」により、地球環境保護をしながら、巨大な経済圏を生み出していく一助となりたい。

坂の上零
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NAU VILLAGE それは次の世の礎
自然と調和した持続可能な循環経済社会
これぞ地方創生、経済再生の成功モデル

６つの自立それぞれの事業化による
新しい国造りが世界中に広がる

• オーガニック NAU VILLAGEはそのモデル地域。

• 国家政策のデジタル都市構想を網羅し、さらに地方経済を活性する仕組みが内在。

NAU
③NAU MONEY

（金融・電子マネー）

①Dr.ORGANIC

NAU（水・食・環
境再生）

②医療・アンチエイジング

④フリーエネルギー

⑤経突出した技術の事業化・
高分子・経済・産業

⑥NAUヴィレッジ
次世代リーダー社長育成

IT＆WEB先鋭部隊

NAU銀河計画

各星が太陽の周りをまわり、単独で自転し、単独で運営されてい
る。同時に、単独の星々が自転しながら、同時に、全体として
一つになり、一つの太陽系を構成し、太陽の周りをまわりながら、
発展する。
世よ限りなく自転しながら太陽をまわり、収益を上げ続ける構造

それぞれの星（企業）が魅力的で、単
体で利益をあげ、太陽の周りを自転し
て、エネルギーを出している。

同時にほかの星と連携し、全体として
の各パーツとなり、秩序を保って全体
の太陽系、銀河系を作っている。個体
と全体が調和している姿。だから発展
し、安定する。

こういう仕組みの世界ができたら、
1000年以上は維持できると想定する。
世界平和の地球を経済とオーガニック、
デジタルで実現。それがNAUの創りた
い世界
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人類はこのままでは滅亡する
ともに破滅か、ともに生存か

生存と繁栄を選ぶなら、NAU銀河計画
なるほど、そうか！が必ずある

• より詳しい説明や各種事業についてお知りになりたい場合は、

以下までご連絡ください。

infoangel@angelbankjapan.com ⇒ 担当 坂の上

事業に応じて、各事業の担当者に振り分けます。

ありがとうございます。

株式会社NAU

静岡県伊豆市湯ヶ島１９５９

天城よみがえりのNAヴィレッジ

TEL: ０５７０－００－１２４３（緊急の場合）
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