Angel Bank
集客効率アップの
AI自動集客システム

個別の食材が一覧で確認でき
購入もスムーズ

NAU MARKET 専用サイトでは、
AI が内蔵

ORGANIC

され、見込み顧客を集めてくる仕組みを持っ

NAU
MARKET
AIで自動集客

ているので、新しい販 路、顧 客を効 率よく
開拓できます。

出品・購入・会員登録の方はこちら

会員登録は無料！

COCONAU の
組合サポーター

出品手続きも簡単です

同 時 募 集

すべての子供たち、
すべての人に本当に健康な医食同源の食材の料理をと愛を届ける。

創業の理念

日本中、世界中を、
オーガニックＮＡＵの農業・酪農で自然を元に正常化し、
自然と生命の
調和の循環の中に、人間の生活と精神も取り戻していく。
みんなが幸せになれる社会を創る。

代表 坂の上 零 の“理念”と“哲学”
私の息子は５歳ぐらいでミトコンドリア病と診断されました。不治の病。治療法もなく、15 歳までには死
ぬだろうと言われました。色んな医師に見せましたが現代医学では治せないのです。子供を助けたくて、
死なせたくなくて、一所懸命、農薬、化学肥料、除草剤を使わない、今のＮＡＵで紹介しているような医
食同源の食材や調味料を探し回りました。
しかしホンモノが無いのです。料理も化学物質なしの天然素
材だけで美味しく創りました。子供は今も生きています。食の力はすごい。
それを日本中のすべての子供
たちに続けられる価格でお届けしたい。
そうすることで、環境汚染を解決できて、
自然と生命の調和と循
環が復活します。結果、人間を浄化し、
日本社会を本来の美しい日本に戻していけると信じています。

オーガニック革命で地球を救う

NAU MARKET

NAU の由来 : Noahʼs Ark Union（はこぶね）
の略。
このマーケットに関わるすべての従事者が、
ひつの共同体として食の安全な未来に進んでいくという想いを込めています。

お問い合わせメール：naumarket@naumarket.com
運営本部 :

エンジェルバンク合同会社

東京都新宿区西新宿 8-15-3-902

TEL.0570-00-1243 FAX.03-5937-6725

AIで自動集客
https://naumarket.com

儲かる農業をご提案
オーガニック NAU 農業指導

販売代理店様欄

●

日本古来の自然栽培を成功させる
農業資材の販売
自然栽培でも収量を保ち、市場で高い値がつく良品を
生産できるスーパー菌や堆肥・水・自然の除草剤

お申し込みはこちら
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オーガニック革命で、地球を救う。
安心安全な食を未来に提供する

業務用オーガニック流通システム

NAU MARKET ができる事

生産と消費の新しい流通サイクルと独自の仕組みで
食の安全を繋ぎ、拡げる。

オーガニック農業で
子供の未来を守る。

提言

地域・日本を復活させる、業務用オーガニックNAU
会員制ショッピングサイト“NAU MARKET”
出品も購入もできるから便利。生産者が売り値を決められる。
メリットも多く販路拡大には最適です。

無病化社会は食と農から

店舗・小売・各種施設（レストラン・ホテル・
スーパー・旅館・給食・病院・保育園など）

日本の食料事情と農業の現状

質の高い食品を安定的に供給い
たします。安全な食材を低価格で
仕入れる事で他の同業種との差

日本の食料自給率は減少傾向で推移しており、
先進国中最低水準となっています。食料の安定供給を確保するため

には、新たな農業改革で食料自給率の向上を図ることが必要です。
そんな中、未だ日本の行政によるオーガニック
農業の産業化はされておらず、基準・規格がバラバラで、生産しても販売先がないなど問題が山積しています....

私たちのビジョンとミッション

青果・水産・食肉・加工品業者、
食品卸売業者など

フランチャイズ加盟店
地域密着の新しい集客

別化も図れます。

ツール。飲食店、病院、

個人での購入も可能です。

スーパー銭湯などの施
設で、
オーガニック100%

地域密着消費

農業、畜産、漁業などの食を支える
第一次産業や調味料などの加工

ため、全国レベルでのオーガニック食材の生産出荷、仕入れ、流通、物流を一元管理、卸売り販売する、
ＩＴ受発注

無農薬・減農薬農家様などの農
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自然保護・生命循環

大地と自然を元の状態に戻し自然を保護する
土と水を浄化し土壌菌を元通りにする

食育と健康増進
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日本中の田畑をオーガニック食材の大地に変えていき
低価格で消費者に提供する

卸
仲

ます。
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無農薬・無化学肥料化

生産者
・卸
売・

を未来に繋げるため、5 つの項目をミッションに据えて活動いたします。

ク上の客層を集客でき

仕入れ業者

業支援にも力を入れています。

システムがあるＷＥＢショップを作りました。
それが「業務用オーガニック NAU MARKET」
です。子供達の笑顔

NAU
MARKET
ORGANIC

本部

AI自動集客システム

がアースセイバー。
開拓し需要を作り上げ
て全ての組織構成者と

種の保存

の繋がりで、地域から日

ミツバチや鳥など、絶滅に瀕する動植物や危機にある日本を筆頭としたタネ、
在来種、
肥沃な大地に必要な微生物を守り、
未来へ人が生きられる環境を残す活動

特産品・地場産業・伝統や歴史、
観光、
農業、
種祭りや地域の新産業の創造により、
国内外から地域が収益を得られる道作り
（ドクターズブランド 医食同源 NAU）

販売代理店
地域や地球を救う役割

子供の未来を支える
「食」
にこだわり
オーガニック食材により人々の無病化を目指す

地方創生と地域活性

し、地域の新しい拠点
として、新規のワンラン

品・卸売業者様。特に自然栽培・

私たちは、
「医食同源はこぶね組合」
を母体に、
日本のオーガニックの産業化や地域と子供の明るい未来を創造する

のNAU MENUを提供

本 を盛り上 げ、食 の 安
全を拡げていきます。

ドクターズブランド 医食同源 NAU

地域の守るべき企業・産業、
オーガニックの生産者などが、各地域にはこぶね
NAUコミュニティを作り、組合サポーターとなって、
その土地の特産品やオー
ガニック食材を使用して世界に誇れる
「ホンモノ品質の商品」
を市民が企画・
生産・販売します。
これぞ真の地方創生、地域経済のプロデュースです。

その活動により痛んだ
自然と大地を健康に戻
していきます。
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生産者・卸売・仲卸
（青果・水産・食肉・加工品）
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・卸
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仕入れ業者

NAU
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安心食材を真心こめて生産・流通。
遺伝子組換え拒否、無農薬、無化学肥料にこだわります。
業務用 NAU MARKETはオーガニック専門の卸売りマーケットです。
日本
古来の種を守りながら、
オーガニック野菜だけではなく肉や魚、
チーズや卵
などを扱うすべての生産者、業者、
自治体を対象に、安心食材の生産・流通
を通して日本に笑顔を提供していきます。
ネット環境を駆使し、
これからの AI
時代に必要な優秀なITサービスや、
アースセイバー（販売代理店）
との連携
により、効率の良い顧客開拓・販路で新鮮食材を出品し消費者に届けます。

NAU MARKET ができる事

naumarket.com
オ ー ガ ニック革 命

生産者・卸売・仲卸（青果・水産・食肉・加工品）

NAU
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出展者様：生産者 / 卸売市場 / 食品企業 / 自治体 / 特産物取扱業者 / 漁港 / 農業組合 / 店舗 / 行政 など

日本古来の NAU NB 農法などにより
自然栽培が確実に成功するように
親身にサポートいたします。
出展物は自然農ではなくても、少ない品数でも大丈夫！今は農薬を
使う慣行農法
（規格は C/D）
でも問題ありません。土壌環境を短期
間で本来のその土と微生物の状態に戻し、収穫量も一定数見込め
る、菌のご紹介やアドバイス
（有料）
も承っております。低価格で実現
し、
しかも大地が蘇ります。

日本トップクラスの IT サービスで
らくらく集客＆顧客開拓。
出展される上で一番の不安が集客でしょう。
NAU MARKETには
最新の AI 機能が内蔵され、
見込み顧客を集める仕組みを持ってい
るので、新しい販路・顧客開拓の営業マンを雇う必要もありません。
あなたが寝ていても1 年 365日ずっとあなたの代わりに営業してく
れる、
優秀な AI/ITシステムなのです。
さらに、本部がサポートしている独自ショッピングサイトを運営し

3

NAU MARKETと連動することで、
さらなる集客が見込めます。

あなたもNAU MARKET コ
ミュニティの一員として、全国
に医食同源の自然栽培・オー
ガニック食材を拡げていきな
がら、
自 然 保 護 や 種 の 保 存、

すでにある各地のリアルコミュニティ

人々の無病化を目指して、一緒

各地のはこぶねコミュニティやCOCONAUというフォーラムサイ

に子供の明るい未来を創造す

トも組合サポーターとなれば活用できます。
自然栽培・オーガニック
ファンが集まっていて、
リアルな見込み客が集うコミュニティです。

るお手伝いをしていきましょう。

Voice
石垣島 NAU

▶https://coconau.com

出展者様の声
はこぶね組合 南房総 NAUコミュニティ

ゲンパチ

山本伊勢子

果物は無農薬は不可能と言われてきました。
しかし、
やればでき

千葉南房総ハコブネコミュニテイのゲンパチ

るんです。奇跡のリンゴのように、
ここでも、無農薬のオーガニック

は COCONAUとNAU MARKETに出展し

NAU 農業で、奇跡の南国果樹を栽培しています。

ています。
そこで我々は新しい国造りを目指しています！まずは優

娘が失明寸前の時、食生活を無農薬の野菜と果物に変えて、娘

先的にやらなければいけないことは
「安心安全な食べ物の確保」

の視力は現在 1.0まで改善しました。
本物の食の力に驚愕！無農

です！生きることは食べること。
今、
世の中は農薬や化学肥料、
添加

薬食材は、
ウィルス、病気に負けない免疫力を高めます。
この野

物だらけの毒まみれです。
食で我々は病気にされてしまうのか？

菜、果物で薬を創る研究もしています。

わがコミュニテイが目指すところは単なる自然栽培だけではなく坂

当農園のバナナや季節のフルーツは自

の上さんから教えていただいたすごい菌を使用して、
自然と大地を

己治癒力も高まり、
体も精神も健全にな

蘇らせ、
安全で栄養価も高い美味しい野菜や果物を作ることです。

りま す。COCONAU、NAU MARKET

その菌で養食や畜産もできますし、
粒揃いのいい物ができます。

でも、NAU 組合サポーターさんにたくさ

私たちはこれからも循環型古来農法を実践していきます。
「本当

ん購入してもらっています。

に優れた野菜」
「価値ある穀物」
「希少な果物」
を発送しますね！

オーガニック革命で地球を救う

NAU MARKET

NAU の由来 : Noahʼs Ark Union（はこぶね）
の略。
このマーケットに関わるすべての従事者が、
ひつの共同体として食の安全な未来に進んでいくという想いを込めています。

お問い合わせメール：naumarket@naumarket.com
運営本部 :

エンジェルバンク合同会社

東京都新宿区西新宿 8-15-3-902

TEL.0570-00-1243 FAX.03-5937-6725

お申し込みはこちら
AIで自動集客

https://naumarket.com

仕入れ業者

NAU
MARKET

（店舗・小売・各種施設）

卸
仲

fé
Ca

スセイバ
ー
アー

U
A
N

生産者
・卸
売・

仕入れ業者
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自然栽培と質の高いオーガニック食品が手に入る。
消費者へ安全を届ける地域密着パートナー。
アカウント登録するだけで、厳しく規格統一された
「はこぶね NAU 規格」B 以
上の質の高いオーガニック食品をいつでも業務用 NAU MARKET から購入
することができます。飲食店はもちろんのこと、
ホテルや病院、保育園などの各
種施設で直接 Webサイトから仕入れられるので、
自然栽培・NAU NB 農法で
作られた安心安全な食材を地域や子供に提供することができ、他店との差別化
にも有効です。個人での少量販売も可能となり、
さらに利用しやすくなりました。

NAU MARKET ができる事

naumarket.com
オ ー ガ ニック革 命

仕入れ業者（店舗・小売・各種施設）

NAU
MARKET

安心安全な食の提供により
ブランディングを確立。

1

具体的に未来の希望を創り
地域社会と自然を救う。

2

地域内で安心安全な食材を使用したお料理の提供により、
それを食

業務用 NAU MARKETの利用は、
間接的に自然栽培農家とオーガ

べる人たちに店舗の新しいブランドイメージや付加価値を与えられ、

ニック農家をサポートすることにもなり、
さらに地域社会の自然保

新しい客層を獲得できます。遺伝子組み換えへの強い拒否感や嫌悪

護、
子供たちや地域の人の健康増進、
地域の新産業の創出やオーガ

感、
食品に対する安全性への願い、
オーガニックへのニーズが一定数

ニック化にも貢献することになります。
日本中の自然と大地を元の健

存在し、
さらに増え続けています。

康な状態に戻して自然と生命の調和を取り戻すことで人々の無病化

しかし.....そのニーズを満たす料理を提供している外食店が皆無なの

を促進します。
NAU MARKETコミュニティの利用で、
あなたはニー

が現状。NAU MARKETが扱うオーガニック食品を使用することで、

ズの高まるオーガニック市場の新規開拓の先駆者となるはずです。

仕入れ業者様実績：飲食店 / ホテル・旅館 / 社員食堂 / 給食センター / 保育園 / 病院 / 各種施設 など

「食の安全にこだわった店舗である」
というブランディング戦略を築き、
安さより価値を求める新しい客層を集客できるマーケティングである
とともに、
ライバル競合店との差別化をアピールすることができます。

3

簡単登録ですぐに買い物が楽しめる！
ご利用の流れ

ログインして
お買い物を
お楽しみください！

アカウント登録
新規登録ボタン
をクリック。
メー
ルアドレスとニッ
クネームを入力
して送信します。

Voice

自動返信
自動返信メール
を確認し、
メール
の 中 のURLをク
リックして パ ス
ワードを設定。

パスワード設定
パスワード設定完
了後、
再度サイト
にアクセスし、
ロ
グインボタンから
ログインします。

ログイン
購入前にお名前
と住所を入力！

仕入れ業者様の声

大阪 北新地店 spice32 大阪駅前第 1ビル店
当店では、健康と食の安全を何より大事にしています。
自然栽培の生産やオーガニック農業
の産業化とかつてない新しい仕組みづくりから、
真摯に安心安全に取り組んでいる業務用
NAU MARKETに出会いこれこそが探していた仕入れルートだと確信して加盟を決めまし
た。NAU MARKET の仕入れとともに、1 歩 1 歩着実に進んで行きたいと思っています。
日本で 1 番食の安心安全の食を達成できる業務用 NAU MARKETと共にこれからも努力
してまいります。
自慢の料理、
ご賞味ください！NAU CAFÉ 加盟店になる予定です

オーガニック革命で地球を救う

NAU MARKET

NAU の由来 : Noahʼs Ark Union（はこぶね）
の略。
このマーケットに関わるすべての従事者が、
ひつの共同体として食の安全な未来に進んでいくという想いを込めています。

お問い合わせメール：naumarket@naumarket.com
運営本部 :

エンジェルバンク合同会社

東京都新宿区西新宿 8-15-3-902

TEL.0570-00-1243 FAX.03-5937-6725

お申し込みはこちら
AIで自動集客

https://naumarket.com
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NAU Café
（フランチャイズ）

卸
仲

NAU
MARKET

オーガニックNAU 100% の
「NAU MENU」
で
地域の健康と自然をサポートする。
地域密着の食の集客ツールが“NAU Café”です。
NAU MARKETの食材やドク
ター ズブランド 医 食 同 源 NAUの 商 品 が 購 入 できるメリットに 加え、
NAU
MARKETの自然由来調味料や食材をふんだんに使用した“NAU MENU”を2 品
以上取り揃え、
地域の拠点として安心安全のホンモノの美味しさを提供していただ
けます。
今後、
NAUマネーやNAUポイントを活用した便利な独自決済システムや、
集客サポート用WebサイトのNAU TOWNも登場し、
さらに利用しやすくなります。

NAU MARKET ができる事

naumarket.com
オ ー ガ ニック革 命
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仕入れ業者

NAU Café（フランチャイズ）

NAU
MARKET

安心安全な食の提供と、
真の地方創生、地域活性化を目指す。

1

NAU ペイ・NAU カードの登場で
さらに利用しやすく。

2

食の安全に敏感な人やオーガニック志向の人のニーズに応えるべ

将来的なプランとして、
業務用 NAU MARKETに連動させてバー

く、
メニューに2 品以上の
「NAU MENU」
を取り揃えていただきま

チャルレストランを開店し、
そこで集客・注文を完了して事前に支払

す。NAU MARKETやドクターズブランド医食同源 NAUで扱う安

いができるようにするシステムを構想中。NAUマネーやNAUカード

全な食材を使うことで他店との差別化を図ることが可能です。

を使いネットで自動決済できるようにする事でキャッシュレス化さ

また、
NAU Café は地域の組合サポーターや食に関心のある人々

れ、
レジの混雑や店員の窃盗防止、
取引の効率化にもつながります。

の笑顔の集会場とな

NAUカードの取次店になることも可能です。

フランチャイズ加盟店実績：飲食店 / 病院・クリニック/ ホテル /レストラン/ スーパー銭湯 など

り ます。NAU Café
を自分の町に開拓し、
や子供の未来を考え

飲食店以外にもNAU Café の FC 店となり
「NAU MENU」
を導入

る人々が、
そこを拠点

するメリットはたくさんあります。病院ではドクターが患者さんに体

にして語り合える新
しいコミュニティス
ポットとなります。

を健康にする医食同源の食を紹介することで評判もアップし、
その
東京第一号店のNAU Café「AMAGING SPACE」
東京、西新橋、虎ノ門で展開しています。

FC 加盟店募集中！
Voice

3

病院やホテルでもNAU MENU！

食に関するアイデア

地域に健康なオーガニック食を拡げることにも繋がります。
その分
だけ大地と自然が蘇るのです。

全国にどんどん広がる、安心安全のホンモノの美味しさ。
地域の新たな拠点としてご活用ください！

NAU Café オーナー様の声

ナチュラルグリーンパークホテル
（山口県山陽小野田市）
ホテルのオーナー自身が、糖尿病完治に向けてこれまでと真逆の真実を健康の常識と
して広めるべく、
このホテルの運営理念を
「自然治癒 世界一のホテルに」
とし、健康施設
になるよう実践しています。
現状の日本は、世界一、食分野では計画的に汚染されています。食品添加物の使用量、
農薬使用量ともにダントツ世界一。種子法廃止、
このコロナ騒ぎの中、種苗法改正案で
（はこぶね組合に入っているので、
この部分は守られますが）健康の元の
「食」
がさらに悪化していくことが確実です。
そのような中、農薬も化学肥料も使わないで農作物を作る、
はこぶね NAUコミュニティや業務用 NAU MARKET の自然栽培の農作物で運
営する
「NAU CAFE」
は、最後に残された安心・安全のコミュニティになると確信しています。
日本に世界に、健康と精神性向上となる
「NAU
CAFE」
に参加し、一緒に地球と人を健康にすべく影響力を高めていきたいです。
ここに、NAUビレッジも作っていく予定です。

オーガニック革命で地球を救う

NAU MARKET

NAU の由来 : Noahʼs Ark Union（はこぶね）
の略。
このマーケットに関わるすべての従事者が、
ひつの共同体として食の安全な未来に進んでいくという想いを込めています。

お問い合わせメール：naumarket@naumarket.com
運営本部 :

エンジェルバンク合同会社

東京都新宿区西新宿 8-15-3-902

TEL.0570-00-1243 FAX.03-5937-6725

お申し込みはこちら
AIで自動集客

https://naumarket.com

NAU
MARKET

アースセイバー
（販売代理店）

卸
仲

fé
Ca

スセイバ
ー
アー

U
A
N

生産者
・卸
売・

仕入れ業者

NAU
MARKET

需要を開拓し地域にオーガニックNAUを拡げる。
私達は、地域を地球を、子供の未来を救います。
アースセイバーは、
直訳すると “地球を救う仕事人”。そこには、
地域や無農薬を目指
す生産者、
未来の子供を救いたいという想いが込められています。
現状、
日本のオー
ガニック農地はたったの0.4%。
さらに自然破壊や異常気象は食物の品質低下や価
格高騰を招き、
遺伝子組換えにより食の安全が脅かされています。
アースセイバー
は、
生産者や新鮮なオーガニック食材を消費者に繋げることを使命に、
高い志で未来
と希望を創造していきます。
個人・法人での登録が可能で、
研修と認定もございます。

NAU MARKET ができる事

naumarket.com
オ ー ガ ニック革 命

アースセイバー（販売代理店）

NAU
MARKET

1

地域をはこぶね化。
遺伝子組み換えから地球を守る

オーガニックの畑を増やし
その食材を利用した店舗を増やす。

2

漠然と未来に希望を抱き、
自然栽培の農家の援農をしているだけで

短期間で大地から農薬や化学物質の層を除去して自然の状態に戻

は本当にその地域を地上天国化（はこぶね化）
できず、遺伝子組み換

していくすごい菌と堆肥、水があります。農薬をまく代わりにこの菌

え農業や自然破壊を阻止できません。
そこで、
アースセイバーが活動

で収量や質も改善できるのです。
アースセイバーは農薬を使う農家

し原動力となって自然栽培を増やし、NAU MARKETを普及させ

を無農薬オーガニックに変えていく崇高な仕事です。
自然保護に寄

ながら、
しっかりと収益を上げることが、
そのミッションを完遂するこ

与し、
田畑を救う。
その安全な食材や料理を提供するお店や施設を

とにつながるのです。
その先に、明るい子供たちの未来があります。

3

増やし消費者に届けることが、
人々の無病化につながります。

需要と供給の双方を同時開拓。
やりがいがそこにあります。

アースセイバー第 1 号である
代表 坂の上零の著書

自然栽培の大地を増やすために、農薬を使

アースセイバーを目指す方に読んでいただきたい5 冊。

用している農家に、
はこぶね規格（A2 以上）

坂の上零の理念と哲学のすべてが網羅されています。

の食糧を生産してもらうことを提唱していき

是非ご一読ください。

4

新刊

ます。
その活動により地域の新しい産業を創
出し地方創生につなげるやりがいのある仕
事がアースセイバーです。需要と供給を開拓
しバランスよくマッチングすることで、収益も
どんどん上がっていきます。

Voice

アースセイバー様の声

NAU 岡山コミュニティ
畑中由美子

地域でのアースセイバーに意欲！

3.11をきっかけに自分の置かれている環境の酷さに気が付きました。生きていくために大事な体を作ってくれる食
物。
周りを見渡したら毒ばかり！遺伝子組み換え食品・食品添加物・農薬など体に悪い物のオンパレード！日本の
将来を担っていく若者や子や孫たちがこのままの環境で育っていったらどうなってしまうのでしょうか？そしてこん
な恐ろしい社会になってしまったこと私たち大人に責任があります。
そこで今私ができること、
まず安心・安全な食
物が購入できるように農家の方々の意識の改革をし遺伝子組み換えでない固定種での無農薬自然農法をしていく
方向にもって行きながら流通もきちんとできるようにシステムを構築していくこと。
これがＮAU MARKETです。地
域が活性化し皆が安心して笑顔で暮らせる場所になるよう、努力していきます。
だからアースセイバーになりました。

オーガニック革命で地球を救う

NAU MARKET

NAU の由来 : Noahʼs Ark Union（はこぶね）
の略。
このマーケットに関わるすべての従事者が、
ひつの共同体として食の安全な未来に進んでいくという想いを込めています。

お問い合わせメール：naumarket@naumarket.com
運営本部 :

エンジェルバンク合同会社

東京都新宿区西新宿 8-15-3-902

TEL.0570-00-1243 FAX.03-5937-6725

お申し込みはこちら
オーガニック革命

https://naumarket.com

地域から世界へ。
地域を守る企業・産業・オーガニック生産者の地域コミュニティ
（はこぶね組合）
が、
その土地の特産品やオーガニックNAU 食材、
食品以外の技術やアイデアを駆使して
世界に誇れる
「ホンモノ品質の商品」
を企画・生産・販売する独自ブランドが

ドクターズブランド 医食同源 NAU
市民による真の地方創生・地域経済創造プロジェクトです。

医療と食の源は同じ。NAU 専属医師の意見書付きだから
「ドクターズブランド」
なのです。
各地のはこぶねコミュニティの活動で、
ドラマや映画で有名な
あの
「下町ロケット」
を地でいくような実績を日本各地で生み出しています！

これぞ
「地域のチカラ」
です！

食品・加工品

食品以外

NAU Café

「ホンモノ品質の商品」
を創造し
日本のオーガニックを産業化！
「 医食同源 NAU はこぶね組合」
の活動
●
「ドクターズブランド医食同源 NAU」商品の開発

商品アイテムの自主開発により、
みんなで生きる共生社会を再創造し、
子供
たちに希望ある未来を残していきます。
新しい幸せな国を市民が作ります。

●オーガニック農家の援農活動・無農薬農業の推進

各地域で畑を作ったり、
自家菜園などで自然栽培やオーガニックNAU 規
格の商品を生産をしています。NAU MARKETにも出品しています。
自然栽培の研究もしています。

●各種講演・セミナーの実施

言論人や作家、著名人、各界の専門家をお招きして、未来に希望のある講
演を企画運営しています。

地域の NAU Café を開拓して
地方創生につなげる。
あなたもアースセイバーになろう！

「オーガニックNAU」とは？
独自の自主基準（はこぶね NAU 規格）
に
基づいた、全国に規格統一された最も安全な

「無農薬食品安全基準」
を満たした食品。
D〜Sまでの 7 段階で評価され、
公的機関にも認められています。

現状、国が定めるオーガニック食品の
基準は、生産性が重視され
完全な安全規格とはいえません。

あなたも組合サポーターになって
NAU 地方創生プロジェクトに参加しよう！

S

A1
A2
B1
B2

C
D

医 食 同 源 N A U はこぶ ね 組 合

地域のチカラ 1
中部コミュニティ

下町ロケットを地で行く真実のストーリー

5 年間常温保存できる、
100％自然栽培の玄米ドライカレー！
はこぶねの理念で普通の市民が世界一に挑戦！
ドクターズブランド医食同源ＮＡＵの第一号商品に輝く！

坂の上零も絶賛の玄米カレー

同じ理想を抱いたコミュニティの
誕生と結束。

「どうせやるなら、
世界一のドライカレーを創ろう」

亀山リーダーは人望も高く、働き者です。

難しかったのは、
お肉でした。

仕事もできるのに威張らず、心もあたたかく、
そして、皆をまとめて引っ

なかなか自然栽培の、完全に安全な餌だけを食べて、
ホルモン剤やワクチ

張っていくリーダーなのです。
その亀山リーダーが中心にいることもあり、

ンを接種しない家畜の肉がないのです。
肉は仕方がない・・・と、妥協する

周囲には本当にすばらしい組合サポーターたちが集まりました！

のは簡単でした。
しかし、
「どうせビジネスやるなら、
どうせつくるなら、
はこ

みんなで和気あいあい、地方創生として、
ドクターズブランド医食同源

ぶね規格Ｂ以上でそろえて、
すべての具材を医食同源のすばらしい食材

NAU の商品化に取り組んだり、
コミュニティで畑を作ったり、NAU TVで

で、
できるだけ価格も抑えて、
とにかく人間が食べられるホンモノを創ろ

放送する
「自然栽培の化学調味料を使わない料理番組」
の企画や本部と

う。
どうせやるなら、世界一のドライカレーを創ろう」
と奮起したのです。

一緒にＮAUビレッジを創るための物件や場所を探しに奔走しています。
そんな中部コミュニティのメンバーですが、実は、坂の上零氏の講演で顔

−−−そして、1 年経過し、
とうとう完成しました！

を合わせるまでは、名古屋にいても会うことは全くありませんでした。

私たちの努力の結晶、100%自然栽培の玄米ドライカレーです！

世界一のドライカレーを創ったわれわれ組合サポーターたちは、
それまで

みなさん、
ぜひご賞味ください！

は、地元愛知県や三重県、岐阜県の普通の市民でしたが、講演で知り合い、

5 年間、常温で保存できる、災害や震災用の備蓄用にもとても便利です。

なんとか子供たちに地球を残したい、
日本を救いたいという同じ理想を胸

本来は、
この品質なら1000 円以下はありえませんが、700 円を切るとこ

に抱いて共感しあったのです。
政治家に任せるのではない。
誰かに頼るの

ろまで、頑張って値段を落として価格設定しました。

ではない。
自分たちの地域を守るのは自分たちなんだ！

私たち
「はこぶね組合 中部コミュニティ」
の玄米ドライカレーが、
ドクター

講演のあとの懇親会で、
同じ理念に集まる人間が、
そう決意して
「はこぶね

ズブランド医食同源ＮＡＵ
（真の地方創生と地方のハコブネ化プロジェク

の理念」
の基に結束し、
中部コミュニティが誕生しました。

ト）
の第一号となったのです！これをココナウや、業務用 NAU MARKET
のみならず、一般の流通網にも流していきたいと考えています。

「救世主を待つな。
あなたや私、一人一人が、天とつながる魂の人になり、

そして、
どんどん利益をあげて、
中部コミュニティの活動費も自分たちで稼

あなたが、
あなたの地域の救世主にならないといけない！ あなたにもで

いでいきます！

きる！」
と勇気を与えられて普通の市民が奮起し、
そこから、本気で地方創

はこぶね組合、
中部コミュニティがやりました！

生プロジェクトを考え、地域から日本を変える行動に出たのです。

下町ロケットのような、本当の物語！

＜ 体内から農薬・食毒・土壌汚染をデトックスする「零ちゃんの命のダシ シリーズ」
も完成間近！＞
Angel Bank
運営本部 :

エンジェルバンク合同会社

東京都新宿区西新宿 8-15-3-902

https://naumarket.com

TEL.0570-00-1243 FAX.03-5937-6725

お問い合わせメール

naumarket@naumarket.com

業務用 NAU MARKET

