
Mission of Last Resort
ラストリゾートの使命

私たちの暮らす　この星は　長きにわたる分離社会の価値観で
すっかり病んでしまっています
分離の価値観で多くの方々が苦しんでおられていることでしょう

人類のほぼ98%くらいの方々が　分離の価値観を信じてしまっている現在
ほんのすこしだけの人々は　素粒子的一体の価値観を持ち　
かろうじて愛を保っているのかもしれません
ある意味　そのような愛の一体の価値観だけが
この星の電子を保っているともいえるほどに…

動物たちは元から一体感を持って暮らし
美しき一体の電子を保っていましたが
やはり人間の電子がみな分離の価値観によって傷つけられているために
動物たちも　木や植物も緊張しています…
それゆえに　本来は力強きものが残念なことになってしまっていることでしょう…

そして分離を信じてしまっているところから　
そのような意図や在り方から、ものがつくられてゆくとき

あらゆる美しきエネルギーが低下し
あらゆるものの生命力また免疫力が下がっていってしまいます…
木々や植物たち　動物たちもみな
エネルギーを失い　自然治癒力が下がってしまってゆくでしょう…
そしてそれを食べた人間も　ますますエネルギーが下がり、
苦しみの中の生を体験しているのかもしれません…

それでもなお　人類は分離の価値観から生まれたものを　あみだしつづけます
ゆえにあらゆるものが病み　ありとあらゆる争いや戦争がまん延してしまうのでしょう…
本当はそれは
万物すべてが一体であるというリアリティへの気づきの欠如による分離が
原因に他ならないことでしょう…

分離の価値観を誤ってち続けている人類が生み出すものは
森羅万象の仕組み　リアリティーに、残念なことにそぐわず
そこから量子レベルで分離のエネルギーを生み
波動と呼ばれるエネルギーの波を乱し　免疫力を下げてしまいます…
土も力を失った今では
生命エネルギーのある食べ物で補うことも　できません

この星自体が
分離の価値観のためにうまくいっていないことに今こそ気づいて
高エネルギーの星へ回帰　還元することが何より必要であることでしょう…
そのような気づきから生まれる美しき未来事業が
沢山生み出されなくてはなりません…

Last Resortは
今も愛（一体性）ある人類の見本となれるような地球のモデルルームを日々創っています
人類の未来の生活が　心と体が本当に癒され
愛ある生活ができるように　本気で創りつづけています。
いつかこの星のすべての民がそのように暮らせるようにと…
その美しき人類の見本となれる住空間のモデルルーム創りを　日々全力で創っています…

それを一緒に共に創る方々の家を美しくし
食べるものも　着るものも　すべてを分離をこえた高エネルギーのもので揃えること
そのようなものに囲まれた未来の生活をあらわすこと

それが　Last Resortの使命であると　私たちは感じています…



Last Resortとは、英語で「最後の手段」を意味します。
分離社会も限界に達し、美しき新たなる時代を模索する
真に善良な方々、そちらの方向へ向かいたいと願う方々へ贈る
本質へ向かう人類の「最後の手段」として、この名前が生まれました…。

そしてそこには、最後のリゾートという深き意味も含んでいます…。

元 「々地上最後の楽園 Lastra Mu」プロジェクトは
エグゼクティブプロデューサーMARTH自身の最後の仕事としてスタートしたのがはじまりでした。
「世界の見本となる、未来の地球のあるべき姿を、万物に帰する前に人類に残したい…」
と語っています。

そして、発足から１年と３ヶ月がたった 2019年9月15日、
MARTHのもっとも大切な親友である、建築家のエドワード鈴木氏が
この地上を去ることとなってしまいました…。
奇しくも屋久島のヒーリングスイートの設計は、彼が遺した最後のアーキテクトリゾートとなりました。

生前、エドワード氏は「僕とMARTHの共通点は愛（一体性）です。」と語りました。
このプロジェクトに参加できることがうれしいと…。

人類の最後の楽園、そして最後の手段としての「Last Resort」
そこから、MARTHは一人になっても
日本を癒しの国とする、世界を癒しの星とするプロジェクトを生み出し続けています。

What does "Last Resort" mean?
ラスト・リゾート の言葉の意味とは

Last Resortは
日本を癒しの国とする
そして世界を癒しの星とするために
誕生しました…

Last Resort is born
to create a healing land of Japan
and a healing planet earth... 



ヒーリング・プロデュース・コンサルティング・コーチングは
飛行機や船や車、生活する家のすべて、家具やカーテン、また衣服や電話、
生活のあらゆるもの、たとえ鉛筆一本、消しゴム一個とっても
それが癒しのものである。
人々が癒し・ヒーリングのものに囲まれて生きられる暮らし、それをプロデュースするプロジェクトです。

未来へ素晴らしき愛ある変革を求める美しきハートを持つリーダーのいる企業へ、
そのサポートを行うプロジェクトであります。
癒しのコンセプトやデザイン、40年以上に渡りつちかった癒しのノウハウを活かし
依頼を受けた企業様と、共に創ってまいります。
また、一体性をベースとした文明や社会だけが、この一体の世界の中で真の繁栄や成功することのできる
その法則に基づいて、事業を行うための学び。
そのためには、共に創るパートナーである貴社スタッフの方々への、社員教育もお受けすることも可能でしょう…。

契約後、最初にコンサルフィーをいただき、
ヒーリングプロデューサーとしてまず貴社の癒しの企業へのシフト、
トランスフォームを促すコーチとなり、そのお手伝いをいたします。
また、ヒーリング製品がそこから生み出されたものの販促や広報まで、
当社販売ディーラーを活かし、コーチングしてまいります。

Last Resortは
人類最後の試みとして
未来の美しい地球のモデルルームを創ります。

INTRODUCTION
ヒーリング・プロデュース・コンサルティングおよびコーチングとは

The important thing 
for the orbit of an 
electron to rotate 
beautifully is, of 
course, such 
molecules that have 
the power to rotate 
the orbit of an 
electron beautifully 
at any time, and use 
such power to create 
a healing device. 
Using materials,

Last Resort



癒しのプロダクトを生み出す力 まもなくはじまる一体性をベースとした
愛ある文明や社会へ対応した癒しの企業へ
トランスフォーメーションする力企業が癒しの企業として成長し学ぶ力

HEALING GROUP
Background Support Company

Last Resort Inc.
地上最後の楽園 Lastra Mu プロジェクトとして
飛行機・船・自動車・住宅・外構にいたるまで
また、食品・衣類・生活用品といった細かな部分までも
すべて抗酸化・電子の還元・癒し・ヒーリングのもので暮らせる
未来の生活のモデルルームをリゾートという形で実現。

HEALING.
癒しの機器専門メーカーとして
日本全国のホテル・旅館・クリニック・薬局・建築設計事務所・オーガ
ニックショップへ癒しの機器を導入。
導入するだけでなくディーラーシステムによって、
使用したからこそ欲しい方
使ったからこそ、みなにおすすめしたい方々
がつどう老舗メーカー。

Comfort. Co., Ltd.
ヒーリングアーティスト専門のヒーリングレーベルとして、MARTHをは
じめ、国内外のヒーリングアーティストを束ねる。音楽による人類の意
識のシフトを手掛け、テーマパークやホテル・旅館・オーガニックショッ
プ・薬局等々へのディスプレイラック展開、店舗BGM展開、インターネッ
トによるコンテンツ配信、ヒーリングイベントの開催等を担当。エリアに
よっては、ハワイ ホノルル州のHawaii Healing Resort社とも連携する。

主なテーマ…ヒーリング商品開発、住宅や店舗
などのリノベーション、ヒーリング住宅プロデュー
ス、ヒーリングホテル旅館の客室リニューアル、ヒ
ーリングファニチャー等によるトータルコーディ
ネイトなどなど

主なテーマ…経営支援、企業コンサルティング、コーチング、
人材育成、社員教育、組織活性化、生産性向上などなど

主なテーマ…スタッフの育成・教育、店舗の活性化、販売促
進などのコンサルティング

来たるべき未来にそなえる
もうまもなく　いやもうすでに
その波は押しよせつづけている…
万物の森羅万象のすべてが望む世界へ…

HEALING PRODUCE HEALING COACHING

地球や人類、万物に真に貢献となる
事業へのシフト

ヒーリング・コーチング
HEALING CONSULTING
ヒーリング・コンサルティングヒーリング・プロデュース

未来が望む　美しきハートの人々が望んでいるヒーリング・癒しの新規事業への取り組み
そのプロデュース・コンサルティング・コーチングがかなえられる…

ヒーリング・プロデュース・コンサルティング・コーチングは

40年以上の抗酸化、癒し、ヒーリングを深く追求し、ヒーリングのノウハウや在り方を元に、

未来の世界中のリーダーの方々が愛（一体性の）ある仕事、本質的企業へシフト、一体性のある事業を営み

真に健康的な食べ物や一体性（愛）のあるプロダクト、一体性のある生活用品が流通し

それが人々に届くことで、持続可能な繁栄、豊かな暮らしがかなえられるプロジェクトとして、今生まれようとしています。

HEALING PRODUCE COACHING



Q：MARTHさんにお尋ねします…。
MARTHさんは森羅万象すべてが一体であるというように
お伝えになられています…
それにはどのような根拠があるのでしょう？

MARTH：私はあまり根拠という言葉は好きではありません
が…あえて言うならば、この世界は素粒子の海で、同じもの
でできているということがその根拠です…。そして、その素
粒子は入れ替わることもできるのです…。
人類はこれからそれを見つけ出します…いや、もう見つけ
ている方がたくさんいます…。
ですから、あなたはあなたではないのです。あなたは他の
素粒子、今まで他の素粒子だったものに日々入れ替わるこ
とは、いくらでもあるのです…。
素粒子の海…鳥も花も虫たちも、ありとあらゆるものが一体
です。同じ素粒子で出来ているのです。ですから、この世界
は愛ともいえるのです…。本当は美しき愛の世界なのです。
ひとつなる一体なる世界といえるのです…。みなが同じも
ので出来ているのです…。そのことを古代の人類は、よく知
っていました。ですから、そんなことが当たり前だった時代
は、争いはありませんでした…。
しかし今は、一体でない、分離だ、敵だ味方だ、バラバラだ、
という分離レベルでの分子レベルの科学が世界を支配し
ています…。

人類はまもなく、量子レベルの科学に様変わりすることでし
ょう。そのようなときに、人類はこの世界が現実でなく、この
世でもなく、すべては名づけただけであり、わかたれてなど
いないと気づき、意味づけただけであることを知ることでし
ょう…。本当は、すべてがとわに未知で神秘のまま、永遠に
いつまでも、ということも知るでしょう。
そして、すべてが一体であり、それは生まれたり、消えたりす
るようなもので出来ている素粒子の海であるゆえに、この
世界はなにか途方もないものの、夢のようなものであると
いうことに気づくでしょう。そして、その途方も無い夢のよう
なものを古代の人々が神と呼んできた、古代の人々が創造
主と呼んできたことも…。
そして、それをなんと呼ぼうが構わないのですが、創造の
主たるものを、夢の主たるものの、夢で出来たあらゆるもの
が、そして人もその一部分であり、そしてその人間の細胞が
その人であるように、その部分部分はその神と呼ぶ。また万
物と呼ぶ、創造主と呼ぶ、その夢の主、夢の本人の部分で
もあるのです…。それゆえに、その逆にそれそのものでもあ
るともいえるのです…
それはまるで孫悟空の、仏がふっと吹くと沢山の五感を持
った、それぞれ独立したようにみえる分子のような孫悟空
が沢山現れるように、また素粒子の孫悟空が沢山現れると
考えればわかることです…。

そのように、この世は一体なるものです…。
そして、その大いなる夢のもとは、愛ゆえに…根拠は今お話し
したとおり、一体であるということが根拠ですが…愛ゆえに、そ
の人が創りたい世界は愛の世界に必ず帰結するのです…。
その創造の主は、ひとつなるゆえに愛の世界をこの地上に創
りたいということは明白にわかります…。
そして、それを分離・分子レベルの世界のみを誤って信じた人
々が創ることは非常に難しいことでしょう。
それゆえにその分離を信じてしまった神の子、創造の子、万物
の子、森羅万象の子は、自らのミッションや自らの本質に気づ
こう、気づこうとしています。そのメッセージはあまりにも自我
にとっては苦しいものであるのです…。
気づかせよう、気づかせよう、としているのは、神様のバチが当
たったとか、ある意味それは真実でもあるのですが、本当は自
らの神、ニューエイジが「ハイヤーセルフ」というような、本当
の自らの素粒子が、自らに「気づけ、気づけ」とメッセージを送
っているのです。
そのことに人類はまもなく、気づくことでしょう。
そして、そのような科学が進んでゆくことでしょう。そのときに
は人類は本当の真の平和を手にし、真の繁栄、真の成功を手
にするでしょう。それまではすべてが一体であるわけがないと
分離を信じているのなら、人間は自我にとってネガティブに見
えるメッセージを、ずっと送り続けるでしょう…。
真に豊かに、真に繁栄し、真に幸せになりたいともし本当に願
うならば、本来のあなたに戻る、本来の自己に戻る、愛であり、
創造の主の夢であり、この世界の中の大切な役目を持つ、万
物の公務員としてあなたが生きるときにのみ、あなたのすべて
の面倒は、万物そのものが立派にみてくれることでしょう…。
あなたを守り、あなたを育み、あなたを愛し、あなたを繁栄さ
せることでしょう…。
そのことを深く知っていた古代の人々は、分離を超えた愛の
世界を創るために、遠くから東の地へ向かったことも、真実で
あるでしょう…。その愛の国を創ることこそが、人々の最大の
夢であり、万物の創造の夢であると、私は確信しています…。

MARTH
 

Message from Executive Producer 
Last ResortのエグゼクティブプロデューサーMARTHのメッセージ

この美しき森羅万象　万物の中で、素粒子の海の中、すべて

が同じもので出来ている一体の愛の世界…。

その子どもとして、その万物の一部として人は生きるときにの

み、真の豊かさや繁栄、喜び、幸せがある…。

逆に分離感から自我が良くなりたい、安全になりたい、といっ

た自我の恐れに固執すれば、真の繁栄を失い、トラブルや苦

しみの渦に生きることとなるでしょう…。

それゆえに、その美しき仕組みのために、万物は最高のもの

であり続けます…。万物の子が分離社会の中で自我化し、腐

ってしまえば滅びてしまうという愛の法則は、この森羅万象を

貫いてくれています。それゆえに、人はいつも万物の子へ、美

しき森羅万象へ帰ることができるのでしょう…。

それこそ、真の喜びであり、それこそ真のジャスティスの世界

である証明であるのでしょう…。

MARTH

追伸

そして、それゆえに、私は世界中の企業や個人が、また世界中
の国が、美しき未来に向けて、本質へ向かうと決めるなら、その
お手伝いをしたいと願っています…。
一体性の中から、人が真に幸せに、真に繁栄し、真に美しく生
きれる、万物の本当のその人の姿、本当のミッション、その人の
本当の本質で生きる美しさや正しさ、そこへ帰ると決めた美し
き人々のサポートをしてゆきたいと切に願っています…。
いつまで自分の命が続くかはわかりません。しかし、この世界に
生きている限り、そのことをお伝えしながら、そのことをサポー
トしながら、私はこの美しき世界での生を閉じたいと願ってや
みません…。



人類のヴィジョンや、この地上でやらなければならないミッションとは、一
体何なのでしょうか。人類が共に本当に創らなければならない、この地上
にうまれ、成し遂げなければならないことはあるのでしょうか。

そしてそれは、それぞれがバラバラに違ったものであるのでしょうか。そ
のようなことを見つめた時に、まずは手のことを想い出します。親指や小
指、人差し指…それぞれ能力が違い、得意技も違い、しかし、手がやるこ
とはひとつのことです。

人類がこの地上で共に皆で創らなければいけないのは、平和や愛の世
界なのではないでしょうか。そしてそれぞれが小指や親指、人差し指のよ
うに、自らの特徴、万物からもらった得意な技、得意な能力、得意な性質
を使い、みなで力を合わせ、平和で愛ある世界を創るためにこの地上に
でてくるのではないか、そんなふうにも想うのです。人生を使って、平和で
愛ある世界を、本来天が望む、神々が望んだ、平和でやすらぎがある、愛
しいそんな世界をうみだすことが、あらゆる人にとってのヴィジョンであ
り、ミッションではないのか、そんなふうに感じてなりません。

そして、皆が違った能力を合わせて、美しき世界を創る…
その時、人は真我（神の一部）愛であるゆえに、本当に満足して、死をも超
えた喜びを持つのではないのかなぁ…などと最近は感じています。もし、
それに対して一切かかわらなかったら、きっとこの世界を去る時に後悔
したり、残念に想ったり、失敗したなぁ…などと感じたりもするのかな…そ
んなふうにも想います。

愛するとは、では一体とは何でしょう。
愛するとは、私はひとつであることだと想います。
からだを失っても愛してるということは、からだを失ってもあなたと、とわ
に万物としてひとつである、この世界とひとつである、一体であるというこ
とではないでしょうか。あらゆる死を超えてゆくものも、真の平和も、ひと
つである時、自らが真我（神と共にその一部、それそのもの）であった時、
すべてとひとつであるとつくづく感じる時、それこそが至福であり、愛であ
るのではないかなと、感じています…。そして、決してと拒んできた、腐敗
した社会への復帰をもう一度、世界人類を信頼し、最後の仕事、実業の
世界へ、かえることを決めたのです。

MARTH

HOLISTIC SUSTAINABILITY

美しき地球をつくるのは
私たち全人類のミッションです

Creation of the beautiful planet earh is
 a mission for all human beings.

What is the vision and mission for humanity?
I wonder if all of us share the same vision and mission to 
create a world of love and peace which God wished for.


