


会社概要 
Company overview 

法人名 株式会社 NMT Japan  ( NMT Japan Co.,Ltd. )

代表者 代表取締役 𡈽屋恵美

所在地 〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町4-179 ウィスタリア元町3F

物流センター 〒230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-11-27-1F

クリニック 〒108-0074 東京都港区高輪2-16-49

TEL 045-633-9275

医療機器・化粧品製造販売に関するお問い合せ TEL 045-263-6125

FAX番号 FAX 045-263-6126

設立 平成23年8月31日

企業サイト www.nmtgroup.jp

メールアドレス info@nmtgroup.jp

グループ企業
一般社団法人 Medical Beauty Labo / カンボジア現地法人 J&C Medical Inc.
米国現地法人 USP Inc. / 株式会社 PMU Medical Labo / 有限会社 ユーエスピー

主な取引先
Biotouch International Inc. / NMTech Korea Co.,ltd. / Modison Co.,ltd. /
日本ロレアル株式会社  株式会社 資生堂 / オイシックス・ラ・大地株式会社
日本国内医療機関 400施設 (2020.12時点)

代表番号



Clean Beauty

医療従事者向け
医療アートメイク製品販売

PMU Shopping

医療アートメイク
Permanent Make Up

OEM / ODM / PB

環境に優しい
エコプロセスの開発

Eco Friendly Process

環境に優しい
素材の研究開発

Eco Friendl Material

ニューマテリアル
テクノロジー

New Material Technology 

OEM/ODM/PB
化粧品の製造開発

クリーンビューティブランド
Save ME

化粧品製造販売届

Cosmetic Approval

化粧品製造販売
Cosmetics manufacturing 

and sales

教育 : Education

Research and Development

医師向け
医療機器輸入代行

Import Agency

医療機器承認・認証申請
クラスⅠ / クラスⅡ

Certification / Approval

医療機器製造販売
Manufacture and sale of
 medical equipment

患者会支援

Patient Association Support

カンボジア医療支援

環境保護支援

Environmental support

女性活躍推進支援

Women Support

国内支援 : Support

ソーシャル
エンタープライズ

Social enterprise

HAPPY    =  幸せの連鎖＋

サービス : Service

医療アートメイク
総合コンサルティング

PMU Consulting

医療従事者向け
医療アートメイクスクール

Biotouch Japan 

一般の方向け
医療アートメイク

アドバイザー養成講座
PMU Advisor

医療アートメイク専門
クリニック運営

Biotouch Medical Clinic 

医療アートメイク製品
研究開発

INCI 登録

INCI Apporoval

化粧品成分の
研究開発

Ingredient R&D

研究開発 : R&D 申請/代行 : Approval 研究開発 : R&D 申請/代行 : Approval

オリジナルブランド

OEM / ODM / PB

研究開発 : R&D OEMのご提案 : OEM 

高周波（特許技術）を
応用したOEM製造開発

Lifestyle Products

インテリア雑貨ブランド
FENICE

オリジナルブランド

海外支援 : Support

J&C Medical Project

インフラ整備支援

Infrastructure Development

Our organization chart：組織図
未来への創造のために

国際社会の一員としてNMT Japanグループだからこそ出来ること
ひとりひとりのQOLを高め、HAPPYの先を目指します。



HAPPY＋  =  幸せの連鎖

HAPPY＋ 
ひとりひとりのQOLを高め、幸せの連鎖を巡らせる

未来への創造のために、 
　　　熱い心と冷たい頭で信頼と実績作りに取り組む

・志高く　　　　　　　　・情熱の坩堝 
・多様性を力に　　　　　・信頼関係の構築 
・倦まず弛まず屈せず



NMT JapanグループのCSR活動をご紹介 

作るとき・使うとき・捨てるときにいたるまですべての
過程で⼈と地球にやさしい製品・サービスを提供しま
す。

社員それぞれに合った多様な働き⽅ができる環境を整え
ワークライフバランスの充実を⽬指します。

製品やサービスを通じて、未来の創造につながる教育を
⾏います。

環境に配慮し、⼈と地球にやさしい厳選された原料を使⽤ キャリアアップ⽀援

⾃社ブランド「Save ME」や「FENICE」など、環境に配慮し

て作るだけでなく製品を通して環境問題について発信

●⼆酸化炭素、排⽔・排ガスの少ない、電⼒を抑えた製造⼯程

でエネルギー問題への配慮 ●仕事と育児・介護の両⽴⽀援 ●医療アートメイクを通じた医師・看護師の育成と就労⽀援

●環境負荷を低減しながら、健康で快適な⽣活を実現するため

の取り組み ●リモートワーク・短時間勤務など個々に合った働き⽅の推進 ●フィランソロピー教育の推進

ダイバーシティを尊重し、すべての⼈が⾃分らしく輝け
る社会の実現をめざします。

安全で安⼼して使えるもの・⾷べられる製品の提供を通
じて、環境課題の解決に貢献し、⼈々と社会が健康であ
るよう様々な⽀援・応援を⾏っています。

医療アートメイク・パラメディカルを通じ、外⾒の変化
を補完し、サバイバー⽀援における⽣活の質の向上に向
けた取組みをおこなっています。

●性別・国籍・年齢などに関わらず活躍できる雇⽤環境の整備

●環境への配慮と⼈々の健康維持のために、ニューマテリアル

の研究と開発

●⾊素形成による医療分野の開拓や、医療の発展促進と啓蒙活

動により“外⾒と⼼”の両⾯をサポート

●フェアトレードにより、開発途上国の⽣産者や労働者の⽣活

⽔準向上を⽬指す。

●途上国における貧困や教育格差といった社会課題の解決とイ

ンフラ整備などの取り組み ●乳がんをできるだけ早く発⾒するための啓発活動

●途上国の医療⽔準向上を⽀え、⾃⽴⾃存のための基盤を作る



NMT�Japanは、2013年４⽉、NMTGroupの事業拡⼤に伴い、同年8⽉に設⽴されました。�
横浜市中区にオフィスを構え、「幸せの連鎖を巡らせること」を⽬標に、「確かな信頼と実績」による「⼈と地球にやさ
しい」製品・サービスの開発を通して、未来への創造と社会的課題の解決のために取り組んでいます。�
そして社会にメッセージを発信し、活動を波及させていくことで、ソーシャルエンタープライズ（社会的企業）の役割を
構築し、多くのCSR活動にも取り組むことで、環境や働き⽅、ジェンダーなどあらゆる視点で多様性を持ち合わせた企業
作りを⾏なっています。�

※当社は、横浜市が実施する「第5回横浜市SDGs認証制度」の�“Y-SDGs”【standard】”に認証されました。�
この認証は、SDGs未来都市の実現及びSDGs達成に向けて貢献する事業者へ付与されます。�
今後も社会の持続可能な発展に向けた取り組みを継続してまいります。�

                             NMT�Japanオフィシャルサイト��https://nmtgroup.jp/�

https://nmtgroup.jp/


医療アートメイク事業�

医療アートメイクにおける総合的なサービスの提供を⾏
なっています。�
�
その中でも、国内最⼤級のシェアを誇る医療アートメイク
スクールであるBiotouch�Japan�(バイオタッチジャパン)を
運営し、医療専⾨のアートメイク技術者を育成し世界中に
輩出しています。�

また、美容医療の枠にとどまらず、『医療補助』の分野にお
いても、『⽣』と向き合う⼈たちのQOLの向上に貢献し、
多くの患者会・医療機関との提携を⾏なっています。�

私たちは、⻑年積み重ねてきた経験と知識から⽣み出され
るノウハウや技術から、独⾃の「進化し続けるテクニカル
プログラム」を開発・提供し続け、様々なアートメイクに
関連する製品開発やクリニック運営、コンサルティング等
の総合的なサポートを⾏なっています。�

医療アートメイクスクール�https://biotouchjapan.com/�
医療アートメイククリニック�https://biotouch.jp/�

https://biotouchjapan.com/
https://biotouch.jp/


医療機器製造販売事業�

医療機器製造販売業として、製品の研究開発、

承認申請や輸⼊⼿続き等、医療機器に関わる全

ての業務をサポートしています。�

https://nmtgroup.jp/data/97/service_detail�

ニューマテリアルテクノロジー事業�

「環境と体にやさしい」をテーマに「エコ素

材・エコ製法」で⾼機能マスクや、⽣活雑貨な

どの製品製造を⾏なっています。�

https://nmtgroup.jp/data/85/service_detail�

https://nmtgroup.jp/data/97/service_detail
https://nmtgroup.jp/data/85/service_detail


化粧品製造開発事業�

化粧品を知り尽くした専⾨家が持続可能で安
全かつ⾼機能な製品をご提案します。�

https://nmtgroup.jp/data/4/service_detail�

クリーンビューティブラインド�『Save�ME®』�

ʻきれいは、巡るʼをコンセプトにした、⼈と地球にやさし
いクリーンビューティブランドとして、⾃社特許成分を配
合した、今までにない⼈と地球にやさしく、機能性の⾼い
サスティナブルスキンケア製品です。������������������������
https://saveme.co.jp/����������������������������������������������
☆サスティナブルコスメアワード2021で「Save�ME�トー
ンアップUVクリーム」が審査員賞を受賞いたしました。

https://nmtgroup.jp/data/4/service_detail
https://saveme.co.jp/


ソーシャルエンタープライズとして医療⽀援・
⼥性⽀援・教育⽀援・地⽅の活性化等、社会貢
献に役⽴てる取り組みを⾏なっています。�
https://nmtgroup.jp/data/107/service_detail�

開発途上国における⽣産者⽀援のために、カンボ

ジア産の伝統的な⽣胡椒の⽣産から販売⽀援まで

を⾏い、フェアトレードにより⽣産者の⽣活⽔準

の向上と労働環境の整備を⾏なっています。�

☆調味料選⼿権2021「世界の調味料部⾨」�
 最優秀賞受賞�

https://nmtgroup.jp/data/41/service_detail�

�

�

ソーシャルエンタープライズ事業

https://nmtgroup.jp/data/107/service_detail
https://nmtgroup.jp/data/41/service_detail

