
HEALING.

Tree Sleep 
Hemp Bed

BETTER SLEEP STARTS HERE

自然に抱かれて…
Embraced by Nature



太古の昔から人類とともにあった樹木…
大きな木の幹を抱きしめるとき、何か母なる大地の息づか
いが聞こえてきたことはありませんか…  そんな愛しい木
やちから溢れる植物でできた超天然とも言えるベッドを
HEALING. は創りました…。
人生の三分の一は、眠りの時間。それは、人が未知なる神
秘なる一体の世界へと還り、真のやすらぎを感じ、癒され
るかけがえのない時間です。

HEALING. が岩盤の老舗メーカーとして、岩盤について調
べる中で、岩盤こそ、正しい電子の軌道を刻む大地そのも
のであり、人の電子の軌道を整える素晴らしいサポーター
であることがわかりました。そして、現代人は、アスファ
ルトの地面や電磁波の出る様々な機器（携帯電話、IH 電
化製品、パソコン等）に取り囲まれ今や、大地から根っこ
を引き抜かれ、大地のエネルギーが枯渇した状態にあるこ
ともわかりました。そんな中、真に健康でいることは、と
ても困難なことにちがいありません。

岩盤の他に、私たちが注目したのは、日本では縄文の時代
から、約 70 年前まで人々の生活に根づき、精神的、物理
的に大きな役目を果たしてきたヘンプです。DNA の構造
と同じという特殊な「カラミ織」で織った天然ヘンプに、
その他、天然木、天然石、天然ゴムなどの素材をコラボさ
せさらに昼間、体内に蓄積された電気を放電するメカニズ
ムを加味し、ご提供するのが、「ツリースリープヘンプベッ
ド」です。

起業当初から、常に自然界の癒しの素材、本当の本物を世
界中に探し求め、探究してき HEALING. のこだわりが生み
出した、美しく機能性に富んだ最高級ベッドを皆様にお届
けできることはこのうえない喜びです。

自然に抱かれて…
地球とつながる安眠術
How to Connect Earth and Sleep Well

Tree Sleep Hemp Bed

We breathe in tune 
with the earth's vibration. 

私 達 は 大 地 の 振 動 数 に 合 わ せ て 呼 吸 を し て い る



Tree Sleep Hemp Bed - emraced by nature

Tree Sleep Hemp Bed

セミダブル
サイズ：全長 2,200mm  幅 1,400mm  
高さ 850mm（床面からヘッド上端まで）・450mm（床面から座面まで）

シングル
サイズ：全長 2,200mm  幅 1,200mm  
高さ 850mm（床面からヘッド上端まで）・450mm（床面から座面まで）
＊ベッド外側のカラーはお選びいただけます。
＊受注生産品です。納期についてはお問合せください。
＊配送費は別途、承ります。

Unity ユニティ ひとつ



私達は大地の振動数に合わせて
呼吸をしている

天然木でできたベッドのベースに、スプリング
からジョイントのネジにいたるまで一切、金属
を使わず、ありとあらゆる自然界の波動の高い、
電子の軌道を美しく整える素材を世界中から厳
選しました。
分離の観念を盲信するあまり、無尽蔵の大自然
から分離した私たち人類 ...。コンクリートや
様々な電子機器に囲まれ、大地や植物、自然に
触れることもままならない環境では、エネル
ギーが枯渇し、健康をそこなうのは、当たり前
のことでしょう ...。大自然を取り入れ、眠りな
がら大地と触れ合い、エネルギーをいただき、
健康や一体性を取り戻す ... もとからすべてと、
大地と一体だった真の自己、真の健康、真のし
あわせへの回帰をもたらす ... そんなことをコ
ンセプトに生まれた美しいベッドを
ご家庭のパワースポット、イヤシロの場として、
ご活用ください。

す べ て は 自 然 の 中 に あ る

You can find 
everything in nature.

We breathe in tune with 
the earth's vibration. 



Nature always 
embraces us gently 
since childhood...

子どものころから　自然界はいつも　やさしく包んでくれている…

寝室は、睡眠によって 1日の疲れをとり、自己調整し、
こころとからだを休ませる大切な場所です。人のか
らだは目に見える肉体と、東洋医学では「気」と言
われるエネルギーからなるエネルギー体でできてい
ることは、古今東西の数多くの叡智ある人々によっ
て唱えられてきました。近年、ドイツで生まれたバ
ウビオロギー（建築生態学）は、建築（バウ）＋生命（ビ
オ）＋学問（ロゴス）を語源とし、人間の本性と気候
風土を科学し、 環境と健康に配慮した建築の創造を目
的としていますが、それは着実に根を下ろし、今や

ヨーロッパやアメリカにも広まり、日本でも認知さ
れるようになってきました。その研究テーマは
健康というジャンルにとどまらず、［生活環境を汚染
する要因］や「それらが心身に及ぼす影響」、「健康
被害を避けるための対策」など、多岐にわたります。
これまで石や木など自然界の叡智を深く学んできた
HEALING. が生み出す「トゥリースリーブヘンプベッ
ド」は、はからずもバウビオロギーの理念にも添っ
た次世代のスタンダードを創るベッドと言えるのか
もしれません…。

健康にいいベッドとは…バウビオロギーの理念



大いなる古代からの大切な叡智を取り戻して

私たちの身体は電気（電子）でできています。およ
そ 1 キログラム１兆個と言われる細胞の奥で、電子
は高速で移動しています。そして、その電子の振動
は、人によって違います。また、その振動には様々
なパターンがあることもわかりました。

電気的振動の狂いによる体調の変化

この20世紀の100年間で起こっている振動の波（周
波数）の乱れはいちじるしく、最近、過去にはなかっ
た現代病と言われる様々な病気が現れています。電
磁波や大気と水の汚染、また、人体の振動とは異な
る波長の化学製品や化学薬品等が、電気的振動の乱
れを生み、人体内の環境汚染を引き起こしているの
ではないかと推測されています。

電子が美しく回る環境こそ 身も心も晴れ晴れと輝く ...

天然の石が織りなす和敬静寂

それがあるだけで 未知へといざなわれるようです ...

電子が美しく回る中で生きる ...

自然な生き方へ回帰する…

Return to Natural 
Way of Life

Within environment 
where electrons 
circulate in order,
we can live in 
brightness both with 
our body and mind.

Natural stones create 
space of "Wakeiseijaku" 
(purity and ranquility),
and their existence 
themselves will invite 
us to the unknown,
to live in the ocean of 
electrons circulating in 
order...



電磁波の心身に与える影響

ヨーロッパ、とりわけドイツ圏では金属のコイ
ルスプリングを使用したマットレスが使われな
くなっています。その理由は、金属には電磁波
を集める性質があり、電磁波は睡眠にとって悪
い働きを及ぼすと考えられているからです。
電磁波によって生じる汚染を光化学スモッグに
ならい、欧米ではエレクトロスモッグと呼んでい
ますが、最近では、日本でも５Gの導入によって
電磁波の心身に与える影響に関心が集まるよう
になってきました。携帯電話や IH 機器など電磁
波を発生する機器が爆発的な勢いで普及したこ
とが、不眠症やうつ病など心の病の増加にも関
連づけて考えられるようになっています。
また、長年、有害エネルギーの影響を研究して
きたドイツ振動医学（バイオレゾナンス）では、
多くの臨床データから、目覚めている時よりも、
無防備になる睡眠中のほうが過剰に刺激の影響
を受けやすいと分析しています。そのようなと
ころからも、金属を使用しない木製のベッドコ
イルや、身体に蓄積された電磁波を大地に還す
アーシングインナーシーツ、100％天然のラテッ
クスのマットレス、ヘンプベッドパッドを備え
たベッドは、完璧なまでに理想的なヒーリング
ベッドにほかならないでしょう…。

Healthy Vibration 
of All Lives on 
the Earth

地球上の生命体が持っている健全な振動



Embraced 
by the Sun...

お陽様に抱かれて

大地と太陽の大いなる
ちからに癒されて眠る

子どもの頃、木を抱っこして遊んだことはあり
ませんか…。木に耳を近づけると自然界のすべ
てのエネルギーがあたたかい生命の息づかいと
なって聞こえて来るようです。

太陽の光は、遠赤外線・中赤外線・近赤外線・
微量放射線（ホルミシス）等となって今も私た
ちに降りそそいでいます。この地球の源泉、あ
らゆる自由電子、素粒子が、今も私たちを包み
込んでくれています。

中でも超赤外線であるテラヘルツ波は、１秒間
に１兆回も振動する周波数で人の体内の水の分
子を共振させると言われています。特に、もっ
とも水分比率 (90%) が高い脳にテラヘルツの生
命光線が届けば、脳機能の活性化を最高に高め
ることが期待されています。

HEALING. は岩盤の老舗メーカーとして、水晶を
はじめ、20 種以上の薬石や光線から学び、今ま
で培ってきた癒しの叡智を、このベッドに集約
しました。眠りながら、大地のマグマとつながり、
尽きることのない大自然のエネルギーに抱かれ
る眠りは、このうえなくかけがえのないものと
なることでしょう…。

Trees are always our friends in childhood, and still now...

いつも　木が友達だった　子どものころも　そして、今でも…

Sleep in great healing 
of the Earth & the Sun



体内汚染を助長するもの

太古の昔、人類は裸足で野山を駆けめぐり、太陽の光に身を
さらし、大地を踏みしめていました。太陽の強烈なエネルギー
を全身に受け、それを大地に返し、循環させる健康的な暮し
でした。しかし、今、私たちはゴム底の靴をはき、アスファ
ルトで敷き詰められた道を歩き、コンクリートの建物の中で
暮らし、過去には考えられないほどの電気（電磁波）に囲ま
れて過ごしているのです。そして、乱れた電磁波は体内に蓄
積したまま、行き場を失って、知らずしらずに私たちはその
悪影響を受けています。

酸化を抑制し、還元力を高め
自然本来のちからを呼び覚ます

トゥリースリープヘンプベッドは天然石・天然木・天然ラテッ
クス天然ヘンプといった天然素材のちからを借りて、体内の
乱れてしまった電子の軌道を正しく整えます。

特に、20 種を超える天然石の薬石や宝石は、古代から人類が
代謝過程に応じて皮膚から取り入れてきた可視光（スペクト
ル）の光子を放出しています。さらに、体内の余分な電気を
大地へと還すメカニズムを加え眠りながら大自然の振動の波
と同調することをテーマに誕生した、超天然最高級・未来型
のベッドです。

細胞内の振動を正常値へと回帰させる

Return to Natural 
Way of Life

Return cell
vibrations to nomal



日本では、縄文時代から約 70 年前まで人々の暮らし
になくてはならない存在であったヘンプ。伊勢神宮を
はじめ神社の御幣やしめ縄等の素材として、神聖な役
目を担ってきたヘンプは近年の世界的なエコロジカ
ル・ムーブメントの勢いにのって再び脚光を浴びてい
ます。その類まれない生命力を活かし、今次世代を担
う素材として建材、園芸、衣料、化粧品など様々な分
野の商品が開発されつつあります。
多孔性繊維で、通気性・熱伝導性が高いことで知られ
るヘンプはまた吸湿発散性が高く蒸れない素材です。

このたび、二本の大麻糸が、らせん状に絡みあう特殊
なカラミ織の立体構造にすることによってヘンプの機
能が倍増していますがそれはその形状がまるで DNA
と同じようならせん構造をしていることにも理由があ
るのかもしれません。

ヘンプの寝具は、布団の下や直接肌にかけて休めば、
理想の寝床内気候である温度 33℃、湿度 50％を保ち
ます。また、柔らかくワッシャー加工を施すことによっ
て、ボリュームが増し、より多くの空気を含むことが
できるようになりました。薄くて軽いながら、夏を涼
しく、冬を暖かくする理想のオールシーズン寝具。古
代の民が大切に育んできたヘンプの力。私たちを癒す
ぬくもりや、遠き遥かなる昔に、広がった大地の力・
懐かしい香りに包まれて…。私たちは大切なものを取
り戻す時代が来たのかもしれません。

ヘンプベッドパッド

Hemp connects you to warmth of the earth, 
Hemp connects you to warmth of your mother...

Tree Sleep Hemp Bed
One and only

Super-Natural 
Healing Bed 

Beyond Compare

ヘンプがつなげる

大地のぬくもり

それは、母のぬくもり…

Natural Latex mattress is 

made of thousands of airy 

and fine cells.

Amazing resiliency of the 

latex mattress helps the spine 

to relax.

Potential allergen substances 

are fully eliminated because 

of complete wash and dry of 

the mattress.

It is also resistant to mold, 

fungus, house dust, tick, etc.



ヘンプヒーリングピロー

ウッドスプリング

シルバーラテックスマットレス

100%天然のラテックスマットレスです。熱帯地方のゴムの木の樹液
を濃縮してつくられるラテックスはとてもソフトでしなやか、弾力性
に富んでいます。キルトカバーには抗菌作用の高い銀繊維を使ってい
ます。中わたにはユーカリの木のパルプが原料のリヨセル 100％の天
然綿を採用。製造工程においても化学薬品を使わない環境に配慮した
素材です。腰が硬く肩がやわらかい 5ゾーン構造になっているので、
横向き寝を好む人には肩の負担がより軽減されます。14cmの厚さで
しっかりと支えます。

ヘンプファイバーベッドパッド

老舗岩盤メーカーならではの、その数、20種類を超える自然界の石、
水晶、アメジスト、エメラルド、シリカ、バドガシュタイン鉱石、ゲ
ルマニウム鉱石などの宝石と薬石を総合的に集めました。それぞれの
鉱石が独自のちからをフルに発揮し、さらにとてつもない生命力を秘
めたヘンプファイバーを世界で初めて開発し自然の眠りを再現しまし
た。自然界の身体を癒し、健康をサポートします。大地とつながるパ
ワーをさらに高めています。

数十種の薬石・宝石パウダーを駆使したリラックス、疲労回復に富む
テラクリスタル加工のピロー。テラクリスタルダウンが上質な深い眠
りをサポート。さらにアーシング機能を加えたヘンプが電磁波から守
ります。

天然ブナの木のだ円状の板を特殊な樹脂クッションで支える構造の
ウッドスプリングスです。上下動のストロークが大きく、からだに合
わせて有機的に動くので、まるでたくさんの手のひらに支えられるよ
う…。また、円板の下にあるラバーピンは、ピンの挿し方によって、（位
置や本数）からだの凹凸にあわせて、クッションの硬さが変わります。
天然素材で作るふんわりした寝心地が真のやすらぎへと誘います。

Tree Sleep Hemp Bed

シルバーラテックスマットレス

ヘンプファイバーベッドパッド

ヘンプファイバーピロー
ヘンプアースシーツ

ウッドスプリング



ヘンプアースシーツ

古代からの和の叡智
癒しの眠りを

ヘンプは、天然繊維のなか
でもっとも涼しい繊維とい
われ、温度や湿度の高い季
節に適した植物繊維素材で
す。熱伝導が早く、水分の
吸湿・発散も最も早く、涼
感があふれています。
洗うほどに柔らかくなじむ
ヘンプは、いつでもサラッ
と心地よい肌触りです。
ずれない 8 か所ボタンフッ
ク付き。 さらっとした肌ざ
わりの本麻シーツが、心地
よい眠りをお届けいたしま
す。

軽やかなヘンプに
包まれる

薄くて軽いにもかかわらず
暖かいかやケットは身体に
フィットし、やすらかな眠
りをサポート。
DNA と同じ構造だと言われ
る特殊な「カラミ織」によ
る多孔性のため、他の繊維
に比べて、より多くの空気
を内包し、理想の温度を保っ
てくれます。布団の下や直
接、肌にかければ、空気の
層で冬でも体温を逃さず
あったか。また、ヘンプの
吸湿発散性のため、蒸れず
さわやかな寝心地です。

大自然のやすらぎを
オフィスや日常使いに

ヘンプが正しい電子の軌道
への導くとき、ひとりでに
すっと背が伸びるよう…
座布団型のミニマットは、
幼きころの大地のやすらぎ
を想わせ、きっといつも手
放せない逸品となることで
しょう…。パソコンやスマー
トホンなどのパソコンやス
マートホンなどの日常的な
電磁波から開放されたデス
クワークに…。

Hemp Fiber Mini matHemp Earth Sheet
ヘンプブランケット

Hemp Blanket
ヘンプファイバーミニマット

Hemp Series 

Natural Latex mattress is 

made of thousands of airy 

and fine cells.

Amazing resiliency of the 

latex mattress helps the spine 

to relax.Potential allergen 

substances are fully 

eliminated because of 

complete wash and dry of 

the mattress.It is also 

resistant to mold, fungus, 

house dust, tick, etc.

眠りながら、宇宙のらせん構造に電子の軌道が正される…そんな未知なる眠りをご体感ください。



自然からの贈り物 
天然ゴムマットレス

熱帯ゴムの木から生まれた天然ラテック
スマットレスは数百万もの微細なセルで
構成され、睡眠中の身体の動きによってセ
ルとセルの間に常に空気が流れ風通しの
良い状態が保たれています。

その比類のない弾力性は身体の動きに
そって脊椎を常に正しい位置へとおさめ、
深いリラクゼーションへといざないます。
また、身体に均等に圧力がかかるように
なります。

天然ラテックスマットレスは、その製造
工程で潜在的なアレルギー性タンパク質
の破壊を含む完全洗浄、完全乾燥を行い、
これまでの研究により低アレルギー性で
あることや、カビ、真菌ハウスダスト、
ダニ等にも耐性があることがわかってい
ます。木の生命の樹液をいただいて私た
ちの身体や眠りを支え包みこんでくれて
いるかのようです。

Gift of Nature
Hevea Brasiliensis

Gift from Nature
Natural Latex Mattress

Natural Latex mattress is 

made of thousands of airy 

and fine cells.

Amazing resiliency of the 

latex mattress helps the spine 

to relax.Potential allergen 

substances are fully 

eliminated because of 

complete wash and dry of 

the mattress.It is also 

resistant to mold, fungus, 

house dust, tick, etc.



簡単な説明

HEALING.

Tree Sleep 
Hemp Bed



What is earth energy?

地球のコア

太
陽
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

アースのエネルギーとは？

自由電子 ( 直波 )

地上の生物は足の裏から
自由電子を取り込んでいる

落雷
1分間に 500 回

自と他という分離の観念を深く信じた私たち人類は
ここ 100 年ほどの間に、加速度的に自然界とのつ
ながりを失ってしまいました。その分離の戦いはま
すますエスカレートし人々は今、様々な身体的、精
神的苦しみにあえいでいます。

コンクリートにおおわれた道路や家々。携帯電話や
IH 機器などの電磁波を強力に発生する文明の利器。
電気を通さないゴム底のくつ。今、人類は、あふれ
んばかりのエネルギーを永遠に放出している自然と
のつながりを自ら断ってしまった状態と言えるのか
もしれません…。

MARTH Produce の「トゥリースリープヘンプベッ
ド」はすべてとひとつの一体性をベースに眠りなが
ら、本来の健やかさを取り戻す未来型・超自然のベッ
ドです。

体内に蓄積した余分な電気を大地に返し、そして、
無尽蔵の自然界のエネルギーを頂きながら眠る至福
のベッドは、すべてとひとつの素粒子の海に浮かん
でいるような夢路にいざなってくれるかもしれませ
ん。

Sleeping As One Being
 A Bed to Bring 

True Natural Sleep

60000000000000000000 トンのバッテリー



ヘンプアースシーツ

セット価格

ヘンプブランケット ヘンプファイバーピロー ピローアースカバーヘンプファイバーベッドパッド ヘンプファイバーミニマット

Hemp Series Price

シングル
サイズ：全長 2,200mm  幅 1,200mm  
高さ 850mm（床面からヘッド上端まで）・450mm（床面から座面まで）
¥2,200,000 ( 税込 )
■ ウッドスプリングベッド
■ シルバーラテックスマットレス
■ ヘンプファイバーベッドパッド
■ ヘンプアースシーツ
■ ヘンプブランケット
■ ヘンプファイバーピロー
■ ピローアースカバー

セミダブル
サイズ：全長 2,200mm  幅 1,400mm  
高さ 850mm（床面からヘッド上端まで）・450mm（床面から座面まで）
¥2,420,000 ( 税込 )
■ ウッドスプリングベッド
■ シルバーラテックスマットレス
■ ヘンプファイバーベッドパッド
■ ヘンプアースシーツ
■ ヘンプブランケット
■ ヘンプファイバーピロー
■ ピローアースカバー

¥50,000 ( 税込 ) ¥50,000 ( 税込 )シングル ¥300,000 ( 税込 )

セミダブル ¥350,000 ( 税込 )
シングル ¥70,000 ( 税込 ) ¥200,000 ( 税込 ) ¥300,000 ( 税込 )

セミダブル ¥90,000 ( 税込 )



ウェストから腰にかけて、天然ゴム
クッションのバーも支えとして入り、
しっかりとからだを受け止めます。

Tree Sleep Hemp Bed

Structure of Wood Spring Matress
ウッドスプリングマットレスの構造

お尻などの身体の丸みを、木盤が手のひら
のように動いて支えます。 

通常のスプリングが上下のみに動くのに対
し、360 度の円を描くような柔軟な動きを
します。

裏から見たところ。身体の動きに合わせ、
生き物のように動きます。上にラテックス
マットレスを敷いています。 まるで 54 本の手のひらに、支えられているよう…。

からだの曲線や動きもしなやかにとらえて離しません。
ひとつひとつ独立したブナ盤が、柔軟に動き、
からだを包み込むようにしっかりとした弾力で
バランス支えます。



うつ伏せ寝の場合

快適なショルダーゾーン

仰向け寝の場合 横向け

あらゆる体型に適しています。

圧力がかからないため、血液の流れが制限されません。

人間工学の原則に従って生まれた、
市場で唯一、検査・認証を得た
ナチュラルスリープシステムです。
背骨が自然な Sの字型になるため、
寝ている間に背中の痛みが楽に…。
体重の重い、軽いにかかわらず、
あらゆる体型の人々に
最高の眠りを提供します。

すべてナチュラル、オーガニックの
最高級の素材を使用し、
製作の全行程が自然にやさしいことも、
健康的でサステイナブルな
ライフスタイルにふさわしい理由です。
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Tree Sleep Hemp Bed


