


私たちは、ビジネスをデザインする会社です

1.技術革新を実現する研究・開発力

2.高いクォリティーと安定供給性を兼ねそろえた生産
技術力

３.コラボレーション、デザインと様々な付加価値効果
を実現させる総合企画力

企業理念

私たちは、安心安全のポリシーのもとで、
「健康な美」を追求します。

私たちは、常に満足と喜びを共有します。

私たちは、親愛と信頼を育み、思いやり溢れる
豊かな社会の実現に貢献します。

経営理念

－３つの力のシナジー効果－ －安心・安全のWin&Win&Win－

マーズデザイン
Win

ネイリスト
Win

お客様
Win

研究
技術開発

生産技術
品質管理

マーケティング
コミュニケーション



代表取締役社長 田ノ本知乎

ごあいさつ

女性は美しく輝いていたいもの。

装飾品としてのネイルだけではなく、安心安全な商品でいつでも健康的な爪であって

ほしいと願ってジュエリージェルは生まれました。

お客様の爪のことを最優先に考えているネイリストの声と、薬学博士工学博士チームの

監修によりジュエリージェル7つのポリシーができました。

真実の美は内面から。健康な爪、煌めく美しい爪に。

ジュエリージェルは日々研究を重ねております。

皆様の声が、今後の研究に反映します。ご意見をどんどんお寄せ下さい。

マーズデザインは“美”はニーズ、“健康”は美の大前提のニーズと考えます。

今後も皆様に愛され、喜んでもらえるブランドとして安心安全をモットーにしたこだわり

の製品づくりを目指します。



オリジナルブランド

ジュエリージェルは10年以上前に自社工場で生まれた純日本製のジェル。単なる“装飾品”としてではなく「健康な美」を考え、

何百種類とある原材料の中から安全な良いものを厳選し、地爪にやさしい輝くソークオフジェルを作り続けてきました。

10年以上に渡る研究と開発の積み重ねが皆様の「健康な美」を支え続けています。

７つのポリシー

1 安心・安全

化粧品登録済みの日本製
ソークオフジェル。 食用色素、

化粧品原料のみを使用し、ア
レルギーの出ない（パッチテ
スト済み）爪に優しいソークオ
フジェルです。

2 信頼の理由

薬学博士・工学博士チーム監
修による自社工場で一貫した
研究・開発・製造により安心・
安全な品質と商品供給力を実
現しました。

3 容器デザイン
遮光性とデザイン性を兼ね備
えた容器デザイン。3重構造で
ジェルが漏れにくく、紫外線を
シャットアウトします。

4 機能・技術
硬化後の縮みが少なく、セ
ルフレベリング機能を持っ
ているので扱いやすく、適
度な粘度があるためカラー
ジェルのかくはん不要。ジェ
ルスカルプや3Ｄアートなど
多彩なデザインが可能です。

5 コストパフォーマンス
日本人好みの中間色、パー
ル、ラメなど300色以上にも及
ぶカラーバリエーションにより、
調色の時間や作業を大幅に
カット、薄付きでも発色が良い
ため、効果的なコストダウンと
時間短縮を実現。

6 香りコンセプト
一般の多くのお客様からの声
より生まれたジェル特有の臭
いを押さえ、ほんのりピーチ
の香りでリラックス効果。”香
るネイル”です。

7 トータルラインナップ

トータルシステムにより一貫し
た商品ラインナップで高い施術
品質を保て、お客様にブランド
統一という安心を提供します。

※ジュエリージェルは登録商標です



ジュエリージェル

ブルー、イエロー、グリーン、蛍光系、パステル系、メタリック系などのカラーが充実

トータルジェルシステムでありながら、日本人が好む中間色、パール、ラメなどを中心とし
たカラージェルを展開。アクリル・ハードジェルだけでなく、他社のソフトジェルに新たなカ
ラージェルとして加えても今までと同様に使用できるソークオフジェル。（新フレキシブル
ジェルシステム採用）

業界トップクラスの高品質を実現

化粧品製造許可を持った国内工場で開発、生産されています。（アレルギーテスト済み）

地爪へのバッフィングは最小限に抑え、プライマーも必要ないため、ファイリングや薬品に
よるダメージがありません。アセトンで簡単に除去できるため、地爪を傷めることもありま
せん。

薄付きな上、扱いやすい粘度感と質感、そして進化したセルフレベリング機能により、驚き
の使い心地を実現。ジェル特有のにおいを抑え、さらにリラックス効果のあるフルーティー
なエッセンスを配合。新感覚「香る」ネイル。

トップジェル
ツヤ、持続性に優れたソーク
オフタイプ。

ベースジェル
定着が良く、柔軟性にも優れ、
長持ちで簡単。

ノンワイプトップ
ＵＶ、ＬＥＤ使用可で拭き取り
不要。ソークオフタイプ。

ノンサンディングベース
サンディング不要の爪に優しい
ベースジェル。

カラージェル
日本人が好む中間色が豊富。
耐久性が高く傷つきにくい。

エクステンションジェル
ＵＶ、ＬＥＤ使用可で、強度が強
く１０ｍｍの長出しが可能。

徹底した追及と品質管理

絶対的な安心と安全のために、自社工場による生産
ラインを持つこと。そして、その管理体制も自社内で
の経験によって日々改良を重ね、独自の商品管理体
制として進化し続けています。

一つ一つの製品は、すべてサンプリングされ、生産さ
れたものに戸籍を与えるようなシステムで管理されて
います。いつでも個別の品質情報を引き出せることが
「絶対的な安心と安全」につながると私たちは信じて
います。



Ｃｏｌｏｒｓ



ネイル用品

ムーンパールライト
UVもLEDも使えるミックスライト。硬化熱軽減機能付。アーム
レスト機能も兼ね備えた場所をとらないコンパクト設計。

手を入れると自動的にタイマーがスタートするオートセン
サーの切替機能付。（意匠登録済）

ブラシ
それぞれ用途に応じて作られたブラシの数々。毛先にも
工夫がされてれおり、自由な筆使いが可能。

ファイル・バッファー
プレパレーションやサンディング、爪の形を整えるのに
適した使いやすい形と品質。

3Ｄアートパウダー
ジュエリージェルと混ぜるだけで思いのままにエンボス
アートを創ることが出来るアートパウダー。

ジュエリーオンザネイル（アクセサリー）

シルバー素材で、何度でも使えるネイルアクセサリー。
付け心地が良く、高い密着性を確保。
１２星座が揃ったハンドメイドのハワイアンジュエリー。

ケア用品
クリーナー、リムーバー、エタノールなどケア用品も充実
のラインナップ。

３Ｄアートパウダー

ケア用品ブラシ

ファイル・バッファー

ジュエリーオンザネイル



ジュエリージェルエグゼクティブエデュケーター及びプロジェクトチームにより構築された「ネイリストによるネイリストのためのシステム」がジュエリージェルエデュ

ケーションシステムです。ジュエリージェルのポリシーでもある「安心・安全」に共感し、お客様にいつでもどこでも同じ「安心・安全」を提供し満足していただくことを

目的に、きめ細やかな講習会・勉強会・試験等によりネイリストの知識・技術向上を目指すことが、ネイリストのためになるという考えから構築されました。

Basic/Middle/Advanceの3段階により構成されたステューデントコースでは、基本から高度な技術まで習得でき、ジュエリージェルの商品知識まで深く理解するこ

とができます。また、ステューデントコース修了後は、講師になるためのティーチングコースに進むことができます。こちらはInstructor・Educatorの2段階で構成さ

れています。なお、すべてのコース・各段階によるディプロマが発行されます。

スチューデントコース（3Step）

クラス Basic Middle Advance

対象者 ネイル基本知識・技術のある方（JNA3級程度） Basic修了 Middle修了

講習内容

・「安心・安全」のポリシー
・ 7つのコンセプト
・ エデュケーションシステム
・ 爪に関する知識
・ 衛生管理
・ プレパレーション
・ フローター
・ グラデーション

などの基本講座

・ ジュエリージェル製品の内容成分と性質
・ ハードジェルとソフトジェルの違い
・ 硬化のしくみ
・ マーブル
・ ピーコック
・ フレンチ

などのレベルアップ講座

・ フラワー
・ グラデーション
・ エンボスアート

などのハイアップ講座

ディプロマ 修了者に発行

ティーチングコース（2tep）

クラス Instructor Educator

対象者 スチューデントコース修了 Instructorとして1年以上経過

講習内容 Basic講習内容 実技試験・筆記試験 Middle講習内容 実技試験・筆記試験

ディプロマ 合格者に発行（要別途費用） 希望者はジュエリージェルオリジナルブローチと盾の購入が可能

付与資格 Basicクラス開講資格
Basic～Advanceクラス開講資格

（Advanceクラスはエデュケーター資格の更新後に担当可能）

ジュエリージェルエデュケーションシステム



化粧品

まつ毛美容液、ネイル用栄養美容液などのオリジナルブランドの化

粧品を始めとし、プラチナナノ粒子水を配合したドクターズコスメ（オ

リジナルブランド）を自社工場で研究開発し、日々「健康な美」を追

求し続けています。

化粧品製造業
（許可番号：27CZ200163）

化粧品製造販売業
（許可番号：27C0X00545）

医薬部外品製造業
（許可番号：27DZ200183）

医薬部外品製造販売業
（許可番号：27D0X00341）

独自の処方でプラチナ・ナノ粒子水を高配合し、アンチエイジングに特化した化粧品をＤｒ.Ｔａｋｉｋｏとの

共同で徹底的に研究開発した 「Ｌｅ ＣＥＬＬＡ ＢＲＩＧＨＴ」ドクターズコスメシリーズは、クリニック様・

エステティックサロン様が安心して導入していただけるように化粧品でよりよく結果を出す役務技術を

開発し、技術サポートもご提案しております。

※

※特許取得済み・国内弊社独占原料

プラチナ・ナノといえば、プラチナ・ナノコロイドが一般的
ですが、 特許技術で、プラチナ・ナノのみにすることが可
能になりました。

≪プラチナ・ナノの特性≫

・健康・・・活性酸素除去
・美容・・・美肌、美髪、アンチエイジング

プラチナ・ナノコロイドは皮膚膜に対しての効果を見込む
ことができましたが、 プラチナ・ナノは、粒子が角質層ま
で浸透し、メラニン色素を分解します。

※

【化粧品サロン導入システム】

Ｄｒ.Ｔａｋｉｋｏ （高見瀧子 京都大学医学部卒）



ＯＥＭのご案内

ジュエリージェルではＯＥＭを承っております。日本製の化粧品製造メーカーならではの安心安全なオリジナルジェルを作ること

ができます。完全オリジナル商品の作成から、小分け・充填など、自社工場、自社製造ならではの多種多様なご要望にお応え

いたします。

また、化粧品・医薬部外品のＯＥＭも承っております。ジェル同様、安心安全をモットーにオリジナル商品をお作りいたします。

パッケージデザインや販促物等についてもご相談いただけます。ご連絡いただければ詳しくご説明させていただきます。

徹底した追及がもたらす安心と安全

日本国内自社工場による生産ラインを持ち、長年の
進化に裏付けされた管理体制が安心と安全をお届
けします。

完全防塵の工場内で、製品は一つ一つ戸籍を与え
るようなシステムで管理されています。今なお進化し
続ける管理体制が「絶対的な安心と安全」をお約束
します。



会社案内

会 社 名 株式会社 マーズデザイン

設 立 平成19年4月

資 本 金 3,000万円

住 所 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-2-22

TEL / FAX TEL 06-6886-0668

FAX 06-6885-0668 

代表者名 代表取締役 田ノ本 知乎

事業内容 化粧品製造業・化粧品製造販売業 ・医薬部外品製造業

取引銀行 関西アーバン銀行 野田阪神支店

三菱UFJ銀行 新大阪駅前支店

りそな銀行 新大阪駅前支店

顧 問 中室克彦（摂南大学理工学部生命科学科公衆衛生学研究室教授・薬学博士）

所属団体 NPO法人日本ネイリスト協会法人正会員

NPO法人インターナショナルネイルアソシエーション 法人正会員

大阪商工会議所

大阪商工会議所女性会

国際ソロプチミスト 大阪-中央

大阪なにわロータリークラブ

中小企業家同友会

倫理法人会
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