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日本化粧品技術者会東京支部

第３９回・第４０回「研究会」のご案内

猛暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。

さて、本研究会は若手化粧品技術者を対象に、化粧品のモノ作りに関わるテーマを取り上

げ、参加者と講師及び参加者同士で、お互いの意見交換・討論を通して技術向上と技術者間

の交流を図っております。

今回は、前回に引き続き、参画いただく皆さんにグループディスカッション、発表を通じて研

鑚いただくことを企画いたしました。テーマは、過去の研究会にて行ってきたこだわりシリーズ

第 4 弾、『商品開発における私のこだわりⅣ ～技術の調理レシピ～』です。

具体的には、花王㈱ パーソナルヘルスケア研究所 室長 鈴木敦講師より、『花王 めぐり

ズムの商品開発』についてレクチャーいただき、続いて、㈱コーセー 研究所 開発研究室 室

長 林昭伸講師より、『自己レビューで振り返る、お客様へ届ける美白研究』についてお話しい

ただきます。

また、それに加え、モノづくりプロセスについての情報を用意いたしますので、それらを元に、

テーマについて侃々諤々議論いただき、商品開発シミュレーションを通して、モノづくりプロセ

スにおける “こだわり“ を学んでいただこうという企画です。

第３９回・第４０回とも同じテーマについて開催します。ご都合の良い回にお申込みください。

複数の方が申込みをしようとしている企業の方は、他社の方との交流も意図している本会の

趣旨をご理解いただき、できる限り、一つの会に集中しないようにお願いいたします。

本研究会は３５歳未満の若手・中堅の方を対象にしておりますので、あらかじめご了承くだ

さい。 （対象外の正会員の方は是非、若手の代理者を参加させていただきますようご案内申

し上げます）

記

１． 日時 ： 第３９回 ： ９月 ５日（月） １３：３０～１８：３０ ：受付開始 １３：００～

第４０回 ： １２月 ２日（金） １３：００～１８：００ ：受付開始 １２：３０～

２． 開催場所 ： 学士会館（神田） ２Ｆ－２０２号室 （会場略図参照ください）

東京都千代田区神田錦町３-２８ ＴＥＬ；03-3292-5936

３． メインテーマ ： 商品開発における私のこだわりⅣ ～技術の調理レシピ～



４． プログラム （12/2 はそれぞれ 30 分繰り上がります。）

講師 時間

受付 13：00-

開会の挨拶とガイダンス

（コスメ倶楽部紹介・案内）

コスメ倶楽部世話人

事務局

13：30-13：50

講演Ⅰ

＜花王 めぐりズムの商品開発＞

花王㈱

パーソナルヘルスケア研究所

室長  鈴木 敦 氏

13：50-14：30

講演Ⅱ

＜自己レビューで振り返る、

お客様へ届ける美白研究～＞

㈱コーセー

研究所 開発研究室

室長 林 昭伸 氏

14：30-15：10

休憩 15：10-15：20

グループ討論に向けて

＜モノづくりプロセスについて

（技術トピックスを交えて）＞

知久部会長 15：20-15：50

グループ討論

＜商品開発シミュレーションを通して、モノ

づくりプロセスにおける“こだわり“を学ぶ＞

各テーブルにて 15：50-16：50

発表 各テーブルから 16：50-17：30

交流討論会（別会場） 17：30-18：30

＊ グループ討論：グループ人数は 8 名程度とする。

＊ グループ討論終了後、全員の交流討論会を行います。

５．講演要旨および講演者プロフィール

講演Ⅰ ： 『花王 めぐりズムの商品開発』

花王㈱ パーソナルヘルスケア研究所 室長  鈴木 敦 氏

講演要旨 ： 約 40℃のしっとりとした温熱で身体をじんわり心地良く温める「蒸しタオル」が

研究の原点。弊社独自のマトリックス運営からだからこそ生み出せたこだわりの

蒸気温熱発生体の技術の紹介と、身体に適用した際の心と体の健康サポート価

値についてご説明させていただきます。

講師プロフィール ：

1984 年 東京理科大学工学研究科工業化学専攻修了

情報科学研究所で磁気メディアの設計に従事

2009 年より現職



講演Ⅱ ： 『自己レビューで振り返る、お客様へ届ける美白研究』

㈱コーセー 研究所 開発研究室 室長 林 昭伸 氏

講演要旨 ： 大学時代、キレイにする化学を専門分野としていたものの、その対象は大気

や河川・海などの環境でした。化学屋で生物系には縁の無かった私が、入社して

まず取り組んだのは、培養細胞を用いる評価系確立であり、様々な素材のスクリ

ーニングに従事する毎日でした。研究会では、当時を振り返り、専門的な基礎研

究と、お客様に伝えるサイエンス創出の一例についてご説明したいと思います。

講師プロフィール ：

1987 年 国立宇都宮大学大学院工学研究科環境化学専攻修了

同年 ㈱小林コーセー入社

1991 年～1999 年 慶應義塾大学大学院医学研究科皮膚科学専攻生

エラスチン合成の調節因子に関する研究で医学博士授与

2012 年より現職

６．申込方法

１） 別紙の「参加申込書」にて、事務局まで FAX してください。

２） 申込み対象者

・ 研究・製造・商品開発など実務に携わっている３５歳未満の会員が対象です。

・ 準会員の方は、ご本人は参加できますが、代理者はたてられません。

・ ３５歳以上の正会員の方は代理の方（３５歳未満）の参加が可能です。

３） 募集人員 ： 第３９回 ・ 第４０回とも各５０名

４） 参加費 ： 3,000 円 （当日徴収、領収書発行）

５） 第３９回 申込み締切日 ： ８月２９日（月）

第４０回 申込み締切日 ： １１月２５日（金）

ただし、定員になり次第締切り（先着申込順）とさせていただきますので、お早めに申込

み下さい。参加証は、折り返しＦＡＸにてご連絡いたします。尚、多数申込みをされた企

業の方々には人数調整をお願いする場合がございます。

＊定員になった場合はホームページ上でお知らせします、申込みの際はご確認くださ

い。  ホームページ： http://www.sccj-ifscc.com/

＊申込みは第３９回・第４０回のいずれかを選択ください（重複の申込みはできません）

＊申込み後に、ご都合が悪くなった場合は、早めに事務局までご連絡ください。

※ 「お問合せ先」 日本化粧品技術者会事務局（東京支部）

〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-11-1 アイオス五反田駅前 705

TEL：03-6431-9196  FAX：03-6431-9126

（電話と FAX の番号が類似しておりますので、お間違いのないようお願いいたします。）



＜会場略図＞

〒101-8459 東京都千代田区神田錦町 3-28  TEL.03-3292-5936 （代表）

【交通機関】

地下鉄都営三田線 /都営新宿線 /東京メトロ半蔵門線「神保町」駅下車 A9 出口から徒歩 1 分

東京メトロ東西線「竹橋」駅下車 3a 出口から徒歩 5 分

「東京」駅 丸の内北口からタクシーで 10 分



日本化粧品技術者会事務局（東京支部） 行
（ＦＡＸ：０３－６４３１－９１２６）

第３９回「研究会」（ 9/5） 参加申込書
第４０回「研究会」（12/2） 参加申込書

                 ＊（第３９回・第４０回のいずれかを二重線で消して下さい）

参加者

氏名

該当に○ ： 正会員   正会員の代理   準会員

参加者氏名

代理参加の場合、どなた（正会員）の代理か氏名を記載下さい

正会員名（                             ）

会社名

所属部門

連絡先 ＴＥＬ：                  ＦＡＸ：

【「研究会」当日この参加証を持参下さい】  （事務局にて記載後 FAX でお送りいたします。）

第３９回（9/5） 第４０回（12/2） 「研究会」 『参加証』

               №

※ 受付開始時間： 9/5 １３：００～ （12/2 は１２：３０～ お間違いなく）

※ 参加費３，０００円（当日徴収、領収書発行いたします。）


