
業務用オーガニック
NAU MARKET

アースセイバー（営業）

収益シュミレーション（一案）

エンジェルバンク合同会社 現在まだ仮の数字です。

前代未踏な挑戦のため
過去に前例がないので
やりながら修正を加えて
いく予定です業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業

（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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アースセイバー（ ）
連絡先 電話： メール： 。



業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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業務用Dr.オーガニックNAU（マーケット）の唯一無二性
オーガニックの産業化と、第二市場を創る！
日本の大地を短期間で無農薬に変える、かつてない仕組み

①日本のオーガニック農業を産業化し、収益化を図る

②日本の農地を無農薬、無化学肥料の、人間が農薬汚染する前の自然の状態に短期間で戻す仕組みがる。

③「地方創生プロジェクト」にもなりえる地域経済の循環を起こす。

④日本の土壌を本来の自然の状態に戻し、人々を無病化する。

（ある土壌菌を使用し自然に還元させる。農作物や家畜から農薬や化学物質抽出０にする驚異のバクテリアと堆
肥）

さらに、オーガニック農業をし易いように、前途土壌菌に加え、ウィルスフリーX使用で、うどん粉病、基腐れ病、
寝腐れ病、家畜のウィルス感染（鳥インフル、豚コレラ、口蹄疫など）をほぼ解決する画期的な対策を提供。

養殖の抗生物質の代わりにもなる。

⑤オーガニックの第二市場を創る。地産地消で、流通革命！

⑥農家、生産者が利益を確保できる既存の流通経路ではない、かつてない第二流通市場をつくる

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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アースセイバーの5つの財布

アースセイバー
の収益

5つの財布

仕入業者

本部 個人会員

NAU
CAFE

出展者

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生
事業 （現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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財布の内訳

• 出展者：仕入額の1５%分を配分

• 仕入業者：仕入額の5%分を配分＆年会費6000円

• NAU CAFÉ：仕入額の5%分を配分＆年会費18000円

• 本部：出展者用のショッピングページの月額課金（制作最大２５％。営業も取れば、さらに＋１０％から１５％）を配
分

• 個人会員：購入金額の５％の配分＆年会費6,000円分を配分

• 農家、生産者、食品会社（出展者）への農業資材、様々な物資などの販売の手数料（１５％～20％）

• 出展者の毎月の出展料（システム仕様＆賃貸料）の配分。（①月5000円、②6000円（5段階で支払う予定）

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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仕入業者・NAU CAFÉ（FC店）のメリット

仕入れ（購買）の３％のNAUポイント還元

（決算後）

NAU MARKETのアースセイバーによるビ

ジネスマッチングにより、良い食材をNAU 

AMRKETから、直接安く案税供給してもら

える

会費

①仕入業者・個人会員 月1800円（年会費

21600円）

②NAU CAFÉ（FC店）

月3800円（年会費45600円）

最初の看板製作費用12万円のみ。

（丸いロゴ3枚と、A型立て看板1台）

１．仕入業者

2. NAU CAFÉ

（FC店）

3. 個人会員

①NAU MARKETに、NAUの各地方からの出展。

月額25000円（100点まで）

COCONAUでも販売可能

仕入業者、NAU CAFÉとのビジネスマッチング（安定生産＆安定需要による

安定供給実現）を依頼すれば、してもらえる。（待つこともある）

②上記NAU MARKETへの出展も込みで、別途、独自のブランド名や屋号で

ECサイトを運営できる。

【NAう組合に法人会員として入れば、顧客情報を差し上げる】

NAU本社やアースセイバーに仕入業者とのビジネスマッチングを優先的に

してもらえる（待つこともある）

安定需要を得られれば、安定生産、暗転供給ができる

出展者

（食品会社・卸

生産者・水産会社・

美容・農業資材・日

用品メーカー）

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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NAU本部
担当アースセイ
バーによる、仕
入れの安定供給
のビジネスマッ

チング
付加価値サービ
スの無料提供

安定供給

リスク０％ メリットしかない。
年会費も、仕入れの３％バックで相殺。
あとは仕入れのたびに、儲かるだけ。
NAU MARKETの高品質オーガニックの良い食材を安く、
NAU MARKETから直接、地産地消で、安定供給が得られ
る。オーガニック食材の料理で、他店と差別化できる。
ドクターズブランド医食同源NAUの食材を店頭販売できる。
NAUカード（未来の予定）の取次店候補にもなれる。自社
HPも作成（有料）し、AI宣伝可能（WEB集客の強い味方。
NAU TOWNができたら、WEB宣伝をしてもらえる

（格安でWEB集客）

２つの出展方法
AI営業マンを格安で雇える。
他には無いメリットは、アースセイバー制度。仕入業者
とビジネスマッチングを依頼すればしてもらえる。夢の
安定生産、安定供給がかないやすくなる。NAUはIT企業
なのに、匙目て、顧客情報をくれる！（NAU組合加盟
で）
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業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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Dr.オーガニックNAU土壌改良
Dr.オーガニックNAU地球創生有機肥料を用い
たオーガニック自然循環農業を実践

これにより、一切農薬が検出されない生産物
ができる。土の中の状態と微生物が、本来そ
こにあるべき状態と微生物に戻るので、大地
や川、森、海が浄化され、汚染される前の自
然の状態に短期間（6か月から1年）で戻る。

• スーパーナチュラルバクテリアを用いて、様々な農業に活用
業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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スーパーナチュラルバクテリア
＝Dr.オーガニックNAU土壌改良

Dr.オーガニックNAU地球創生有機肥料
栽培する作物や種類により、異なるが、基本は、150坪（半反）に10キロの、Dr.オーガニックNAU土壌改良と、地球創生有機肥料
が必須。

価格 10キロ54500円（税抜き）

アースセイバーを介して、業務用Dr.オーガニックNAU（マーケット）に出展した場合、

生産者に販売する、土壌改良や有機肥料、スーパーナチュラルバクテリアなどから、コミッションを権利収益として獲得できます。

（例：10キロ 54500円の土壌改良バクテリアの堆肥を販売すれば、１万９５００円の収益がＮＡＵマネーで還元されます）

次のページからの、アースセイバーの収益シュミレーションには、この土壌改良と有機肥料の販売益は、

（生産者の田畑の面積や規模によるし、魚の養殖、海での養殖、家畜のエサなどの場合もあるので）、含まれて計算されていません。

しかし、実際に、農薬の代わりに、この土壌菌などを販売することで、得られる収益も、アースセイバーの大きな利益です。

それを０％として、収益シュミレーションを本書では計算していますが、それでも、大きな権利収入になっていきます。

土壌菌などの販売が加われば、さらに大きな数字になります。これらはすべて、権利収入 です。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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アースセイバー販売代理店 多くの財布から入る権利収入
多種の財布 業者 名目 対象額 分配率 1店当たりの収益 店舗数 合計

出展者

A:5%,  仕入業者・NAUCAFE３％、本部４％、システム① 2％、システム②２％【計１５％】青果品 ¥200,000 0% ¥0 10 ¥0

加工品 ¥200,000 10.0% ¥20,000 10 ¥200,000

化粧品 ¥200,000 10.0% ¥20,000 10 ¥200,000

①NAU出展料/月100点まで　25000円のうち、5000円をNAUポイントで支払う ¥5,000 10 ¥600,000

②独自ショッピングサイト＋①56000円のうち6000円を5段階でNAUポイントで支払う ¥6,000 10

¥184,000 IT営業；WEB制作両方 ¥2,208,000

独自ショッピングサイト制作費の１５％　制作者には２５％（計40％）（1回のみ）

WEB営業（例45万円のショッピングサイトの場合、営業への報酬）（1回） ¥67,500 IT営業のみ 10 ¥675,000

WEB制作（上記設定）の場合、２５％（1回） ¥112,500 WEB制作のみ 10 ¥1,125,000

WEB制作者のみ、月々のWEBサービス　月5000円～ ¥5,000 0.0% 10 ¥600,000

WEB集客宣伝ITの仕組み　NAU TOWN　月額掲載料　①仕入業者、②NAU CAFÉの店舗数（契約数）

オーガニック農業資材・堆肥・各種菌、家畜のえさ、養殖の添加物などの販売。

販売益のパーセンテージは、事前に商品により固定されている

（農地面積と生産する作物による）（年間）

★例　NG菌＝定価の１５％～２０％など。★珪素は、定価の２０％など

¥70,000 10 ¥8,400,000

出展繁盛のボーナス:

ANGEL

BANK

NAU

MARKET

【IT企業】

②の5段階システム使用料（一人の代理店が５つ契約を取り、

維持させる場合）右シュミレーション参考（45万円のショッピングサイト制作の場

合）

農家

食品会社

加工業者

NAU

農業組合

生産者

農家

加工業者

食品企業

出展①月25000円の場合、月額10万円以上の売上となれば、３％のボーナス

（10万円の売上から、それ以上発生した分の売上の３％がボーナス）【NAUポイント】

出展②月56000円の独自AIショッピングサイトの場合、売上が、月20万円以上で、

20万円以上売り上げた中から、３％のボーナス【NAUポイントでもらう】

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業 （現
在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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NAU CAFÉのFC店は、最初の100店舗（仮数）までは、安定供給
が危ない問題から、売上に対するロイアリティーは免除

アースセイバー販売代理店 多くの財布から入る権利収入

仕入業者

年会費 ¥12,000 ¥6,000 10 ¥60,000

仕入額 ¥1,000,000 5.0% ¥50,000 10 ¥500,000

WEB集客宣伝ツール

NAU TOWN掲載料・月額　3万円から。13000円だと、名前だけ掲載。 ¥30,000

NAU CAFE

年会費 ¥30,000 ¥15,000 10 ¥150,000

仕入額 ¥500,000 5.0% ¥25,000 10 ¥250,000

WEB集客宣伝ツール

NAU TOWN掲載料・月額30000円だが、NAU CAFÉは、５０％OFF ¥15,000

バーチャル決算システム　月12000円（仮：値段未決定） ¥12,000

月間 ¥115,000 月間収入計 ¥1,150,000

飲食店

レストラン

病院

スーパー

給食

飲食店

病院

クリニック

スーパー銭

湯

旅館

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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上記の合計（仮モデル）※10件獲得

会費 ¥21,000 年会費合計 ¥210,000

月収入 ¥136,000 年間総収入 ¥14,010,000

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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NAU CARD販売代理店 【金額が大きいと、最大２％まで還元】

販売代理店　権利収入シュミレーション：　両替手数料の１％還元（未決定。仮の数値）

月50万円程度、または月10万円程度の両替をした２つの場合、または、年間600万円程度の両替をし、１％の報酬をもらうと仮定

¥100,000,000

¥100,000

¥500,000

NＡＵ カード発行数（獲得数） 月10万円両替した場合（1%）仮 年間の権利収入額

500 ¥6,000,000

NＡＵ カード発行数（獲得数） 年間の権利収入額月10万円両替した場合（1%）仮

100 ¥1,200,000

NＡＵ カード発行数（獲得数） 月50万円両替した場合（1%仮定）

200

年間の権利収入額

¥1,200,000,000

アースセイバー販売代理店 多くの財布から入る権利収入

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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月額AI自動集客NAU ショッピングサイト
運営システム使用料 6000円の分け方

• 要するに、1契約ごとに一人で6000円（毎月）もらうか、

または、5段階でもらうか。収益シュミレーション

1 4000 1 ¥4,000

2 1000 5 ¥5,000

3 500 25 ¥12,500

4 300 125 ¥37,500

5 200 625 ¥125,000

月額収入 5段階合計 ¥184,000

権利収入 年間 ¥2,208,000

5段階　収益シュミレーション　月

各自10契約なら・・・

年間 ４，５１６，０００円

業務用NAU MARKET 生産者と
業者のマッチング アースセイ

バー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりなが

ら修正を加えていく予定）
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• それぞれの代理店一人5つ契約を取った場合

• オーガニック農業資材・堆肥・各種菌、家畜のえさ、養殖の添加物などの
販売。販売益のパーセンテージは、事前に商品により固定されている
（農地面積と生産する作物による）（年間）★例 NG菌＝定価の１５％
～２０％など。★珪素は、定価の２０％など

• 独自ショッピングサイト制作費の１５％ 制作者には２５％（計40％）（1回のみ）

• 出展繁盛のボーナス:

• 出展①月25000円の場合、月額10万円以上の売上となれば、３％のボーナ
ス（10万円の売上から、それ以上発生した分の売上の３％がボーナス）
【NAUポイントでもらう】

• 出展②月56000円の独自AIショッピングサイトの場合、売上が、月20万円
以上で、20万円以上売り上げた中から、３％のボーナス【NAUポイント
でもらう】

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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多種の財布 業者 名目 対象額 分配率 1店当たりの収益 店舗数 合計

出展者

A:5%,  仕入業者・NAUCAFE３％、本部４％、システム① 2％、システム②２％【計１５％】青果品 ¥200,000 0% ¥0 10 ¥0

加工品 ¥200,000 10.0% ¥20,000 10 ¥200,000

化粧品 ¥200,000 10.0% ¥20,000 10 ¥200,000

①NAU出展料/月100点まで　25000円のうち、5000円をNAUポイントで支払う ¥5,000 10 ¥600,000

②独自ショッピングサイト＋①56000円のうち6000円を5段階でNAUポイントで支払う ¥6,000 10

¥184,000 IT営業；WEB制作両方 ¥2,208,000

独自ショッピングサイト制作費の１５％　制作者には２５％（計40％）（1回のみ）

WEB営業（例45万円のショッピングサイトの場合、営業への報酬）（1回） ¥67,500 IT営業のみ 10 ¥675,000

WEB制作（上記設定）の場合、２５％（1回） ¥112,500 WEB制作のみ 10 ¥1,125,000

WEB制作者のみ、月々のWEBサービス　月5000円～ ¥5,000 0.0% 10 ¥600,000

WEB集客宣伝ITの仕組み　NAU TOWN　月額掲載料　①仕入業者、②NAU CAFÉの店舗数（契約数）

オーガニック農業資材・堆肥・各種菌、家畜のえさ、養殖の添加物などの販売。

販売益のパーセンテージは、事前に商品により固定されている

（農地面積と生産する作物による）（年間）

★例　NG菌＝定価の１５％～２０％など。★珪素は、定価の２０％など

¥70,000 10 ¥8,400,000

出展繁盛のボーナス:

仕入業者

年会費 ¥12,000 ¥6,000 10 ¥60,000

仕入額 ¥1,000,000 5.0% ¥50,000 10 ¥500,000

WEB集客宣伝ツール

NAU TOWN掲載料・月額　3万円から。13000円だと、名前だけ掲載。 ¥30,000

NAU CAFE

年会費 ¥30,000 ¥15,000 10 ¥150,000

仕入額 ¥500,000 5.0% ¥25,000 10 ¥250,000

WEB集客宣伝ツール

NAU TOWN掲載料・月額30000円だが、NAU CAFÉは、５０％OFF ¥15,000

バーチャル決算システム　月12000円（仮：値段未決定） ¥12,000

月間 ¥115,000 月間収入計 ¥1,150,000

会費 ¥21,000 年会費合計 ¥210,000

月収入 ¥136,000 年間総収入 ¥14,010,000

ANGEL

BANK

NAU

MARKET

【IT企業】

②の5段階システム使用料（一人の代理店が５つ契約を取り、

維持させる場合）右シュミレーション参考（45万円のショッピングサイト制作の場

合）

飲食店

レストラン

病院

スーパー

給食

飲食店

病院

クリニック

スーパー銭

湯

旅館

農家

食品会社

加工業者

NAU

農業組合

生産者

農家

加工業者

食品企業

出展①月25000円の場合、月額10万円以上の売上となれば、３％のボーナス

（10万円の売上から、それ以上発生した分の売上の３％がボーナス）【NAUポイント】

出展②月56000円の独自AIショッピングサイトの場合、売上が、月20万円以上で、

20万円以上売り上げた中から、３％のボーナス【NAUポイントでもらう】

現在まだ仮の数字です。

前代未踏な挑戦のため
過去に前例がないので
やりながら修正を加えて
いく予定です

1 4000 1 ¥4,000

2 1000 5 ¥5,000

3 500 25 ¥12,500

4 300 125 ¥37,500

5 200 625 ¥125,000

月額収入 5段階合計 ¥184,000

権利収入 年間 ¥2,208,000

5段階　収益シュミレーション　月

各自10契約なら・・・

年間 ４，５１６，０００円

①NAU MARKET通常取引＋ITサービス＋オーガニック農業資材
②独自ショッピングサイト＋①

からの5段回報酬システム

①＋②＝年１６，２１８，０００
～ 年１８，５２６，０００

出
展
者

仕
入
業
者

Ｎ
Ａ
Ｕ

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経

済創生事業 （現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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さらに、Dr.オーガニックNAU土壌改良（土壌菌
入りの堆肥）と地球創生有機肥料の生産者への
販売からのコミッションは、定価の３６％も！

よって、担当する生産者が出荷する生食品からはマージン（手数料）は発生し
ない。仕入業者に安く仕入れてもらうため。
業務用Dr.オーガニックNAU（マーケット）に出展した生産者が実績をあげ、NAU本部からの信頼を獲得すれば、スー
パーナチュラルバクテリアの培養方法も伝授し、プラント製造をして、自社生産できるように農業サポートする方針

収益： 1反で、10キロ（150坪）✖ ２ ＝ 39000円

5反で、10キロ✖10 ＝ 195000円

1町歩（10半、１ha、3000坪）で、10キロ✖20＝39万円

アースセイバーによる担当生産者への農業指導も込みで、毎年リピートする手堅い権利収益となる。

生産者とNAU本部に信頼関係ができて、業務用Dr.オーガニックNAU（マーケット）で実績と販売の好成績、

人間性などの信頼関係ができたら、この土壌菌の培養方法を伝授し、プラントなども自家製さんできるように、

NAU農業指導部が指導していく方針です。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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さらに、さらに加わる権利収入の束！
ウィルスフリーX（安全に徹底防カビ）で、うど

ん粉病、元腐れ病、寝腐れ病に対策可能！
• 無農薬農家を悩ませるのが、収量下落と、カビに起因する病気 ＝ 病気とカビが農薬を使く根拠の根本原因

元腐れ病、寝腐れ病、うどん粉病、すべてカビの菌が主原因！

根本から対策できるのは、安全かつ高度かつ長時間維持できる防カビ除菌剤、ウィルスフリーＸ

これを家畜の小屋のウィルス感染防止の消毒、植物の病気の万円の阻止、元腐れ病やうどん粉病の解決の一助として活用すると……

莫大な市場規模！多くの畑と果樹、酪農が対象に

★ウィルスフリーX 業務用18ℓ（6倍～12倍稀釈）
（代理店：アースセイバー販売率、定価の約４４％！ 19000円）を農薬の代わりに使えば、かなり低農薬でも、病気にやられずにすむ。無農薬、低農薬で、果物やサツマイモ
を収穫できるように強力サポート

19000円✖開拓した生産者数 ＝ 収益
ウィルスフリーX の農業資材としての活用も大きな収入源となる。

さらに、リピートする商品なので、強く長持ちする権利収入に。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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NAU CAFÉ（FC展開）の第二フェーズ
• 厨房を、本格的なFC店のカフェに改造し、初期投資はあるが、

通常なら2000万円ぐらいの初期投資がかかるところ、初期の設備投資を最小限
の厨房設備などの400万円弱ぐらいにとどめ、毎月利益を、１５％は残すFC店の経
営戦略をご提案

• 低温調理したメニューを真空パックでお届け。48日間も、同じ味を維持。これを
温め、盛り付けると、ちゃんとしたディッシュが完成！シェフ要らずの、簡単な
ＮＡＵ ＣＡＦＥ。（アルバイトでもできる）

• 味は、すばらしい。ＮＡＵ ＣＡＦＥなので、もちろんリアル医食同源のオーガ
ニック料理の真空パック。

• 近未来は、CASHLESS。ＮAUマネーで決済。

• バーチャルNAUレストランをつくり、予約、注文と同時に決済完了。レジで並ば
ず、帰ることが出来る。割り勘の不便さもない

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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NAU CAFÉは、店先で、ＮＡＵマルシェ
• NAU CAFÉでは、

ＮＡＵ ＭＡＲＫＥＴの商品、食材が店でも買える。

本物のオーガニックNAU食材をもっと身近に、お安く、手軽にGETできるようにする。

お客様のメリットは、高根の花、高かったオーガニック食品が、手軽に、身近に、送料もなく、
買うことが出来るようになる。

食事やお茶だけでなく、ご自宅の食材の買い物のできるマルシェのNAU CAFÉに。

さらに、ドクターズブランド医食同源NAUも販売できる。

NAU CAFÉでは、NAU MARKETから仕入れる商品以外は売れない。売りたい場合は、NAU MARKET
の本部に商品提案し、OKであれば、商品となり、店先でも、NAU MARKETのインターネット
ショップでも、アースセイバーさんも、みんなで、販売できるようになる。

ドクターズブランド医食同源NAUに、商品提案して、採用されたら、その紹介料のパーセンテージが
権利収入として、もらえる。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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一人（1社）複数のポジションが取れる。
１．仕入業者①業者、②個人会員

２．ＮAU CAFÉ（FC店）、

３．NAU CAFÉ（アップグレード編（厨房を変えて、500万円ぐらいの厨房の投資をして、利益１５％を得るビジネスモデ
ル。低温調理真空パックで、48日間美味しさを維持させる独自メニュー）

４．NAU MARKETへの出展者①NAU MARKETとして100点まで出展。②前途も込みで、独自ショッピングサイト（ココナ
ウのCMSで制作）の運営。

５．アースセイバー（販売代理店）のポジション（役割分担＆立場）があるが、収益、手数料を得るには、アースセイバー
になること。

アースセイバーでありながら、仕入業者であったり、NAU CAFÉオーナー、または、出展者であることもできる。すべての
ポジションを得られる。

1つ以上のポジションを得る場合は、それぞれに登録して、それぞれのアカウントを保持、管理する。

つまり、アースセイバーであり、出展者であもり、仕入業者やNAU CAFÉでもある場合は、

それぞれのポジションのアカウントを一人（1社）で、それぞれ保有するので、出展者として登録と、出展者としてのポジ
ションを得ると同時に、仕入業者や、ＮＡＵ ＣＡＦＥとしての登録もして、それぞれのポジションの保有ができる。（計
アカウント（ポジション）２つ保有すること）

各立場（仕入業者、NAU CAFÉ、出展者）が、アースセイバーになる場合の収益シュミレーションがある。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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ポジションごとにアカウントが違うとは？
ゆえに、それぞれのポジションの年会費を払うが、同時
に、それぞれのポジションの利益の分け前を得られる。

ポジションごとにアカウントが違うとは？

１．（義務）それゆえに、それぞれのポジションの規約に従い、
それぞれのポジションの年会費なども払う。

２．（権利）同時に、それぞれのポジションからの利益、コミッ
ションを得られる。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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仕入業者は、個人会員でもなれる。会費
は同じ。
• NAU CAFÉ（FC店）のオーナーが、アースセイバーを兼ねる場

合、NAU MENUから、店に来たお客が仕入業者②（個人会
員）になると、その人から月500円（年6000円）がポイント還
元される。100人で月5万円。1000人で月50万円となる。

• またその人と自分（のNAU CAFÉのアカウント）が紐づくので、
その人がたとえ二度とNAU CAFÉに来店しなくても、NAU 
MARKETなどやドクターズブランド医食同源NAUの商品などを
買い物をする限り、ずっと、仕入（購入）の５％が入り続ける。
束になると大きい。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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仕入業者と出展者、アースセイバーの５つのポジション
がそろうと、自分で生産し、出展したら、自分で買う。

自分で自分に利益を与えることが出来る

• 仕入業者と出展者のポジションがあり、

アースセイバーの３つのポジションになれば、

自分で生産したものを、自身の経営する店舗や事業母体に

自分で販売することができる。

手数料の利益を得ることが出来る。つまり、自分で自分にお金を払うシステム

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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①５つのポジション、それぞれの役割とメリッ
ト、それぞれの規定と、それぞれの報酬あり。
②アースセイバーになれば、５つのどのポジ
ションも複数取れます。

• 1人（1社）が、アースセイバーでありながら、その他の、仕入
業者、NAU CAFE、出展者を複数かねる、

または、全部、兼ねることが出来ます。

• その場合は、それぞれの立場で稼げますので、それぞれのポジ
ションでの前提と規定にあった収益が入ります

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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５つのポジション

ポジション⑤

アースセイバー

（販売代理店：

地域経済創造プ

ロデューサー）

ポジション① 出展者

①月100点、25000円

②上記も込みで、独自ショッピングサイ

ト運営 月56000円。顧客メルアドご提

供

★経営安定：仕入業者：NAU CAFÉへの

定期受注マッチングサービス

ポジション② NAU  CAFÉ

ＦC店

①パートナー（月3800円の

み）

②本格派（これから） ポジション③ 仕入業者

①業者

ポジション④個人会員

ともに月1800円（年21600円

会費）

集客と新たなマーケティング

NAU CAFÉも、仕入業者（個人会員含
む）も、仕入れ：購入分の３％のポイン
トがつく

これで、会費分は数か月でまかなえて、
あとは得しかない

アースセイバーは、地域経済のプロデューサー

地方創生、そして、オーガニック革命で、
実際に流通を起こして、利益を上げる。

それが、自身の堅い収益の束となる。

アースセイバーにならないと、収益を受けることが
できない。

オーガニック、自然栽培で生産しても売る先がなかった。これを抜
本的に改善した。
オーガニック、自然栽培の食料を生産すれば、売る先をつくった。
売れる仕組みを地域経済創生をしながら、ご提供。
さらに、安定需要となる業者とのビジネスマッチングサービス（有
料）
さらに、月56000円の独自ショッピングサイト運営出展者には、ビ
ジネスマッチングが無料に！
しかも、顧客データ（メルアド）も一定の契約後、ご提供します。
マーケット内で出展者同士が競合しないで、助け合うため、共同で、
オーガニック農業を広げて、日本のオーガニック大地を推進してい
くためです。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチン
グ アースセイバー地域経済創生事業 （現在まだ

仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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例えば、NAU CAFÉ（FC店）のオーナーが、
アースセイバーのポジションもGETしたら？
• NAU CAFÉの店にきたお客様が、NAU MENUを気に入り、理念に賛同して、NAU 

MARKETの「仕入業者②個人会員」に登録したとする。

すると、その人が、その店に二度と来なくても、その人がNAU MARKETから食品や日用
品、化粧品、ドクターズブランド医食同源NAUの商品やサービスを購入、利用し続ける限
り、

ずっと、購入金額の５％のポイントが入ってきます。

年間費（月500円✖12か月）6000円も一人当たりにつき、年ごとに配当されます。

単純に、100人が「NAU MARKETの仕入業者②個人会員」や、「仕入業者①業者」（店、
卸し、施設、保育園、飲食店、病院、給食など）になれば、月5万の収入。

1000人なら、月50万円の収入です。その方々が、毎月3万円、NAU MARKETで買い物をし
たら、1500円（月）に入ります。これが、100人いたら、15万円のポイントになります。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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会社の福利厚生の新しい商品になるNAU会員権
仕入業者②個人会員の企業への営業
「安全な食による健やかな体作りのサポート」

食が悪すぎて、体調不全、精神がやみ、折れやすい人、休み勝ちな人が増えてい
る。大病に至る年齢が食が安全ではないことで下がっています。

40代の認知症発病やガンなども増えてきています。せっかく経費をかけて育てた
社員が、やっと稼いでくれる40代、50代の最も良い時期に、病気になり休みがち
になったりするリスクは、今は、企業共通のリスクです。

会社の福利厚生で、「健やかな体作りの為のオーガニックNAU食材」としてNAU 
MARKETの会員に登録させて、会社が会費を払えば、

たくさんの社員を一気に会員にできます。

社員100人規模の会社を5社開拓し、社員たちが、月に1万円程度買い物をしたと仮
定するなら、月に25万円ポイントをGETできます。

NAU MARKETのシステムを介することで、これらは、記録され、集計され、ほぼ
自動的な権利収入となります。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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業者（NAU CAFÉ、仕入業者）と個人会員
（一般世帯）と出展者の定期仕入れ（安定需
要確保）マッチングサービス

• 出展者②の、独自ショッピングサイト（月56000円）で運
用する出展者は、無料。

• 出展者①の、100点まで月額25000円で、NAU MARKETと
して出展する出展者は、その都度、サービス申込と手数料
がかかる。

• 安定需要コース ⇒ 安心して生産できる。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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仕入業者：業者、個人、NAU CAFÉともに、
仕入れ（購入）のたびに、３％のポイント還元

• 仕入業者、ＮＡＵ ＣＡＦＥには、仕入れ、購入のたびに、、
３％のＮＡＵポイントが付きます。

• これで、年会費を支払えます。

• 仕入業者：月1800円（年21600円）

• NAU CAFÉ：月3800円（年45600円）税別

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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各ポジションごとに、コミッションの内容と取り方が違う

• また、1人（1社）が、アースセイバーでありながら、

その他の、仕入業者、NAU CAFE、出展者を複数、

または、全部、兼ねることが出来ます。

その場合は、それぞれの立場で稼げますので、

それぞれのルールにあった収益が入ります。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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アースセイバーのメリット
１．AIでたくさんの職業が無くなる時代に、AI時代でも無くならな
い業種に、複数の財布を持つこと固い収入源を複数造れる。（すべ
て権利収入）

食料、日用品、化粧品、農業資材、IT企業、生産者、飲食業界
将来的には、金融も（ＮＡＵマネー、ＮＡＵカード取次店）

２．地域にダイレクトに貢献出来て、オーガニックＮＡＵの流通を
起こすことで、オーガニックの産業化に貢献する。（貢献出来た分
だけ、収入が増える）

３．が出来る。これらのすべての業界は、たとえ戦争でも無くなら
ない。突然時代が変わっても、収入が消えない仕組み。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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まだまだあるアースセイバーのメリット
企業やできる人材、IT企業からの複数の権利収入

販売代理をして収入となるものは、前途のほかにも複数ある。

こちらは生産者や農家、食品や日用品ではなく、ＩＴ企業と一般企業（だから、収益性が高い）

１．（今から造る）NAU志大賞 ものづくりJAPAN（WEBサイト）と、坂の上零の本物発見シリーズWEBへの、出展企業を募る。

この２つのサイトと事業に技術や商品を紹介して、出展してもらう

（企業からの月々の出展料の一部還元）

２．（今から造る）JAPAN EXPO WEBの出展企業を営業開拓。

（月々の出展料（毎月）や、ビジネスマッチングで生じた手数料の一部還元（1回）（売り上げに応じた手数料の一部還元。出来高）

３．ANGEL BANK IT事業部の「稼げるショッピングサイトなど＆LP制作講座」の先鋭WEBの生徒募集の一部授業料の還元

４．ANGEL BANK合同会社の、オンラインサロンや、会費回収、会員制運営ＷＥＢツール、メルカリや楽天以上のＥＣサイト、

決算システム、ＮＡＵマネーによる銀行決済システム、簡単に誰でもプロのＨＰを作成できるツール（ＣＭＳ）、

ＹＯＵＴＵＢＥのような独自ＷＥＢメディアのＮＡＵ ＴＶなど、

すべてが ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ に入った「ココナウＡＬＬ ＷＥＢシステム」の販売による手数料（３０％）

5・NAU医療部のドクターたちやNAUコミュニティの市民による地方創生プロジェクトによる、

ドクターズブランド医食同源NAUの商品やサービスを卸販売できる。（売上からの手数料還元）

６．NAU TV。言論統制しない、独自WEBメディア（YOUTUBE,  ZOOM、17ライブと同じシステムを保有している。月10万円のスポンサー40社必要）

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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ビジネス関係図

ANGEL BANK
世界の金融を、デビルか
らエンジェルに変える！
奴隷解放運動の母体企業

業務用オーガニックNAU 
MARKET ＆ アースセイ
バー事業

オーガニックの産業化
世界の自然と動植物の絶滅からの保護

地域農業のオーガニック化と人々の無病化

COCONAU（組合）
１．日本初、日本版SNS

２．マルチWEBプラットフォーム
３．NAUによる課金サービスと自社のファンクラ

ブ運営アプリ
４．NAUによる物々交換（取引）

５．NAU TV（言論統制しない独自WEBメディア）
６．全国NAUコミュニティ＆農家の組合

７．NAUマネー（最先端の世界通貨の電子マ
ネー）の銀行サービス

ドクターズブランド医食同源
NAU

地球を破壊しない原料によるNON-GMOの安心
安全な食、地方創生になる商品とサービス

ANGEL細胞再生アンチエイジン
グ医療法人 ＆ ANGELクリニック
NAU医療部（良心的な医者の会）による細胞再生

やウィルス対策、遠隔治療など

ＮＡＵ志大賞
ものづくりＪＡＰＡＮ

ホンモノ

JAPAN EXPO WEB
海外企業や政府と日本の選りすぐり
の企業やホンモノ商品、人物、技術

とのビジネスマッチングサイト

坂の上零のホンモノ発見シリーズWEB
すごい技術、経営者、商品、人物の紹介とプ
ロデュース（ヒカルランド社と出版化コラボ） NAUビレッジ造り

５つの自立を兼ね備
えた国家の再構築

１．医食同源の食と水の自立
２．医療の自立

３．金融・マネーの自立
４．経済産業の自立

５．フリーエネルギーの自立
次世代リーダー育成教育

1. 各国に
COCONAU
（海外）

2. NAUマネー

ＮAU
マネー
両替所

１．NAUカード
発行事業

２．世界中の大
地と自然保護

３．オーガニッ
クNAU普及

（NAU CAFÉ FC
展開）

４．NAUマネー
の銀行化

ＮＡＵビ
レッジ

NAU CAFÉ
普及

NAU TV global
世界版の言論統制しないWEBメディア

海外法人 NAU Co,ltd （非課税国）
⇒ ファンドと銀行化（近未来）

NAU TV
言論統制しない新しい

独自WEBメディア

ANGELBANK
財団（設立予定）

新しい国作りと次世代
リーダー育成、世界の
無農薬化と5つの自立

のNAUビレッジづくり、
と新しい産業育成への

投資と寄付
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こんなニーズはありませんか？

• 自社（私）の固定ファンやサイトの会員、インスタやWEBのフォロ
アーを集めて、独自のオンラインクラブ、ファンクラブを創りたい
なあ

• 今のユーザーや愛用者、フォロアーをあつめ会費を課金し、一定通
の収益を毎月安定して見込めるビジネス基盤が欲しいなあ

• そして、たんなるオンラインクラブではなく、ＡＩの本格的な
ショッピングサイトを自社運用して、自社のショップ販売したいな
あ。その際、頼れるＷＥＢクリエイターや担当者が欲しいなあ。

• 新しい番組など作って、そこに集客したいなあ。それを自分の会員
制のオンラインクラブに誘導して、そこで売上を上げたいなあ。

42
業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業

（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）



こんなニーズはありませんか？

• 自社（私）の固定ファンやサイトの会員、インスタやWEBのフォロ
アーを集めて、独自のオンラインクラブ、ファンクラブを創りたい
なあ

• 今のユーザーや愛用者、フォロアーをあつめ会費を課金し、一定通
の収益を毎月安定して見込めるビジネス基盤が欲しいなあ

• そして、たんなるオンラインクラブではなく、ＡＩの本格的な
ショッピングサイトを自社運用して、自社のショップ販売したいな
あ。その際、頼れるＷＥＢクリエイターや担当者が欲しいなあ。

• 新しい番組など作って、そこに集客したいなあ。それを自分の会員
制のオンラインクラブに誘導して、そこで売上を上げたいなあ。
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業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業

（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）



IT化、AIの時代に、まだアナログで、いろん
なサービスを使うも…バラバラで個々対応。

こんなことありませんか？

集客にFBや既存SNS、YOUTUBEで発信。会費の徴収はアナログ。銀行振り込み、銀行引き落とし、クレジットカード、
などなど、バラけている。

HPやグループ内のコミュニティー運営は、FBや他のブログ（でも満足にはできていない）

お客様、メンバーとのコミュニケーションツールなラインやメッセンジャー、または、メール。相手から来るのも、バラ
バラで個別メール。

販売は、既存のショッピングモール。ヤフオクやメルカリ、アマゾン。

などなど…・全部ばーらばら。統一性、統合は無し。

なので、いつまでも作業や、事務、やり取りが大変

44
業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業

（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）



ALL in ONE 重要かつ必要、便利なアプリを
ぜーんぶ良いとこ取りで、１つにした！

• 個々のアプリやサービスがバラバラで、使いにくく、すべてに
お金を払っている。おまかせください！便利なアプリやサービ
スを１つのプラットフォームにまとめました。

45

動画配信は
YOUTUBE

集客・発信は既存
ネット広告SNS・
ブログ・インスタ

発信は未だ
にメルマガ

（大半ごみ箱行き）

発信は既存SNS、
ツイッター、FB、
ライン、インスタ

会員制・グルー
プ管理・イベン
トはまだFBペー
ジ・集金アプリ

販売は、メルカリ、アマゾン、
楽天、既存IT会社のショッピ
ングサイト（顧客情報とメル

アドは絶対くれない）

集金・課金はそ
の専門の業者、
銀行振り込み、

カードなど

検索エンジンは
既存SEO会社

WEB解析も既存
の貸しサーバ

WEB会議は
ZOOＭなど

COCONAU すべてが１つにギュ

こんなの、あったらいいなあ！を現実にしました！ WEBで勝つための「SMART SOLUTION」

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）



COCONAU：All in One WEB Power

以下の機能が、ALL IN LONE 直に⇒ 新しいWEB MEDIAに

各種グループ運営 出会い：婚活：旅とも

ビジネスマッチング
各種オリジナルサイト作成

CMS：素人でもサクサク造れる

今現在（次に、WEB TVが加わる） WEB会議システム ＆ WEB TV が加わる➡

課金できる、オリジナルWEB TV

１．言論統制されない
２．個人情報を売られない
３．真実の報道OK
４．課金、視聴して投げ銭もできる。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）
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しかも、ココナウは日本版SNSなので言論統
制されない。スパイもされない！個人情報、
チャット内容を盗まれない！
• さらに、独自のNAUポイントで物々交換するので、（現金を使

わないので）既存SNSや政府、中央銀行が発行する電子通貨や
仮想通貨（マイクロチップに変わる）を使わなくても（６６６
拒否しても）、社会的不利益を受けても、それに影響されない。

• （政府・SNSから）個人情報を守りながら、政府や既存SNS企
業、GAFAなどに資産を没収＆管理されず、社会生活を営める。

47

すべての電子マネーは、財産没収となり得る。チップ混入となる可能性あり。

既存SNS、政府に財産没収と管理されてもよいですか？

人体へのチップを受け入れますか？ 拒否しますか？

拒否したら、生きづらくなります。それを最大限守るのが、ココナウでもあります。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アー
スセイバー地域経済創生事業 （現在まだ仮の数字。やり

ながら修正を加えていく予定）



ファンや会員を効率よく、スムーズに会費
を課金し、グルーピングしませんか？
• 定期収入の確保のため、コミュニティー運営のため、会員制いして、月会費を徴収した

い団体はたくさんありますが、とても面倒で、手間がかかり、経費も掛かり、困難です。

自社のユーザー
の囲い込みをし
たい。固定の収
入源にできたら

なあ・・・

自社サーバー、
データ取ん
じゃった！

どうしたらい
いの？

私のサイト, 充実した
サービスが追い付かな

い！
コンテンツが弱いと、
会費をいつまで払って

くれるんだか不安

会員の会費の徴収
をしたいが、銀行
のシステム、クレ
ジット、複雑すぎ。
画面で一元管理で
きないかなあ！

僕のショッピングサイトで、
ネット集客も自動でしてほ
しい。でも、会員制の課金

も取れできたらなあ

新しい層も会
員にしないと。
でも、自社だ
けではできな

いなあ
獲得した顧客の
個人情報くれる
IT会社はない.

セキュリ
ティー,

サーバも
高い！
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なるほど！ココナウがあるじゃないか！
会員制のファンクラブ運営の悩み、まとめて解決します

①自社以外の新しい人々にも
より広く知ってんロ会えるよ
うになって、結果的に、会員
やファンも増えてよかった。
新しい客層を会員にできた！
自社だけでは無理だったけど、

ココナウで、できたわ！

自社のユーザーの囲い込み
が簡単にできるようになっ
たわ！固定の収入源を創れ
て、嬉しい！そのためにコ
コナウのITサービスを借り
ただけ！普通は高いのに、
とってもお得で、経済的

だった・・・

ファンや愛用者を会員制に
して、甲斐月子帝の収入源
にできた！ 銀行のシステ
ム、複雑すぎだけど、NAU
ポイントでの集計は簡単。
クレジットも使えるし。経
費をかけずに、会員を管理
できるシステムで助かる。

自社サーバーでの管理は
むつかしいし、経費も高

いから小さい会社は無理。
ココナウと共同使用なの
で、一緒に弊社のデータ
を常に安全管理してくれ
て、安心。ペンタゴンと
同じセキュリティーよ

私の本やCDもショッピングサイトを
自分で運営するサービスを契約して、
講習を受けたら、自分でショッピング
サイト運営できるようになったわ。今
では、売りたい商品をアップして、課
金もしてくれて、ちゃんと回せている。
ネット集客も自動でしてくれる。新た

なお客様の層も増えたわ

個人情報漏洩しない
ように、ペンタゴン

と同じセキュリ
ティーなのよ！すご
い。日本版SNSだか
ら、個人情報をココ
ナウは企業や政府に

売ったりしない

僕のコンテンツだけだと同
じタイプの人しか集まらな
いから、成長が遅いけど、
他の集客できる有名な人や
企業と連動して、会員制を
一緒にココナウで運営して

いるから、ＰＶ数もあがり、
結果的により多くのほかの
層の人に自分の作品を知っ
てもらえて、集客ももっと

できるようになった！
マンネリだと会費は取れな

いよね
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できるライバルと組む！
坂の上式 目からウロコの発想

ライバルとファンのプチシェアで
他馬力でより大きく勝つ
従来の企業や個人のマーケティング

自分（自社）の自力本願。全部自分で
マーケティングし、営業し、自分の力の
みで集客し、営業成績も上げて、一人で
頑張る。（過剰な競争、新規顧客獲得で
疲弊。市場縮小で営業努力は倍以上）
一馬力は、一馬力。疲れてしまう。

坂の上式 ＧIVE ＆SHARE ラーメン博物館

次の愛の時代の5次元マーケティング

同じ理念に共鳴できるなら、特性、独創性、個
性、実力がある人や企業同士がココナウの中で、
自分のコンテンツや商品を提供し、それぞれの
営業努力やマーケティングをする。これだけで、
より多くの集客となり、自社のファンだけでな
く、他のファン層や新しい人々にも影響し、結
果的に、パイが大きくなり、集客がより広域に
進む。努力は変わらず、成果は何倍にもなる
（はず）！

企業も、個人も、一馬力を他馬力に！

ＧIVE＆Ｓhareマーケティングでライ
バル社とココナウでそれぞれ頑張った
ら、結果的に、もっと集客出来た！

パイがもっとでかくなった！

なるほど！
稼げる人やライバル
と組む！するともっ
と成長するんだね！

一馬力はしんど
いが、他馬力で
勝つ。良いマー
ケだね！他の

リーダーや優秀
な企業とみんな
でココナウでそ
れぞれ魅力的な
コンテンツを出
せば、みんな集
客出来て、皆良

くなるね。

いくら足が強くて
も、一馬力では、
どこまで持つか

経済危機が
来るが一馬
力でサバイ
バル可能？

稼げるのは
俺だけ。だ
から、とに
かく一人で
頑張らな

きゃ

発想のヒントは「ラーメン博物館「ディスにーランド」
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COCONAU ALL in ONE WEBツール
2種類のサービス

１．月36000円【販売代理店には、6000円還元/月】

独自WEBのCMS（プログラム無しで、プロ並みのWEBサイト制作ツール）

独自オンラインサロン（会員のファン化、ファン囲い込み用）

ショッピングサイトや、自分自身のHPやLPの作成と、COCONAUに連動した運営（初期制作費用は別途かかる）

日本版の独自SNS（COCONAU掲示板）

ファンクラブ、グループ運営All in Oneツール（言論統制無し（違法/アダルト除く）

NAUマネーによる会費徴収・課金（組合加入必須）

フリマ機能も使い放題（決済の関係上、円であれば、エンジェルバンクとしてOK）

NAUマネーによる物々交換の取引ツール

世界通貨となる電子マネー（NAU）の銀行口座を保持でき、国境をまたぐ、銀行を介さない自由なNAUの移動が可能。

２．月56000円～【販売代理店には、1万円還元/月】

上記１のサービスすべて入っており、１に加えて、NAU TVでの出演。動画＆番組制作と運営可能。

（40社の月10万円のスポンサー広告企業を集めてから）双方向のYOUTUBE

タイプで、課金・投げ銭ができる独自WEBメディアにて、独自の番組運営OK

ショッピングサイト（AI自動集客機能付き）

３．WEB制作とオペレーション講習と、月々のサポート（時間によるので、要相談） 52



業務用オーガニックNAU MARKET事業と
その他のP25にある複数のIT事業の総合報酬
（AI時代でも無くならない業種からの収入源）

どんな時代でも、人間は食べなければならない。

IT、通信も、AI時代には、必須で、無くなることはない。

たとえ戦争でも、食べるし、歯も磨く。

従って、医療や日用品も無くならない。

アースセイバーは、地域経済を育成し、オーガニックNAU農業（無農薬、無化学肥料、除草剤無し、種は在来種で、消毒無
し）を広めることで、自然を元に戻し、大地をよみがえらせ、人々を無病化することに貢献し、さらに、Ai時代にでも無く
ならない職種から複数の収入源をつくることができる。

これが権利収入となっている。

ITも、食も、日用品も、医療も、なくならないので、一度作ると簡単に落ちないので、硬い収入源になる。

収入が入る業種の財布は一つでは不安なので、複数持つ。これにより、どんな時代でも生き抜くことができる。

コミュニティ単位やチームや企業でアースセイバーの仕事をすれば、そこに収入が入るので、会社事業としてやってもよい。

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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①業務用オーガニックNAU MARKET（食

品と日用品。農業支援物資）

②ドクターズブランド医食同源NAU（ホ

ンモノ商品・サービス）

①坂の上零のホンモノ発見シリーズWEB

（企業、技術）

②NAU志大賞 ものづくりJAPAN（人財、

商品、企業）

JAPAN EXPO

（海外事業と外資企業とのビジネスマッ

チング。事業・企業・技術開発への投資

集め）

①稼げるECサイト・LP制作スクール

（WEB人財、生徒、学費）

②NAU TV （独自WEBメディア）

①ＡLL ＩN ＯNE ＷEB COCONAU シス

テムのシステム販売

②上記⑪の月額契約（企業）

業務用NAU MARKET 生産者と業者のマッチング アースセイバー地域経済創生事業
（現在まだ仮の数字。やりながら修正を加えていく予定）
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これだけある、アースセイバーの収入源
ウィルスフリーの代理店にもなれる（別枠、別契約）

数字で出した収益シュミレーションは、この中のごく一部で、業務用オーガニックNAU MARKETのビジネスモ
デルからの３つの収益分のみしか出していない。しかし、他にもたくさんの収入源がある。すべて、AI時代でも
無くならない、硬い収益を権利収入とできる構造です。

アースセイ
バー（販売
代理店）

個人 企業 団体

本書で一例を出した
収益シュミレーショ
ンは、この①のみ近未来には、

NAUマネー、NAUポ
イントが事業化される。
NAUカードで決済でき
るようになるので、そ
の販売取次店は大変収
益になる。（NAUカー
ド事業は、大きな収益
となる巨大ビジネスな

ので別契約）
アースセイバーとして
実績が高い人や企業に
は、取次店になる最初
の権利を得られる権限

を有する。

連絡先アースセイバー


