
2018年 11月9日

　

「第 83 回 SCCJ 研究討論会」および

「IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」

　この度「第83回SCCJ研究討論会」および「IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」を、下記のとおり

2日間にわたり開催いたします。 お誘いあわせの上、 ご参加いただきますようご案内申し上げます。

日本化粧品技術者会

記

 【1】開催日  

2018 年 12 月 20 日 ( 木 )　10 ： 30-18 ： 05　　「第 83 回ＳＣＣＪ研究討論会」　および　「合同懇談会」

2018 年 12 月 21 日 ( 金 )　10 ： 00-17 ： 10　　「 IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」

※各会の内容は別紙プログラムをご参照ください。

 【2】会 場 ： きゅりあん （品川区立総合区民会館） http://www.shinagawa-culture.or.jp/

〒 140-0011 東京都品川区東大井 5-18-1　(8F 大ホール ・ 7F イベントホール )

 【3】参加費 （要旨集代含む）

参加区分と参加費　※下記の申込区分【 A 】～【 F 】を選択してお申し込みください。 会員／代理 一般（非会員）

【 A 】 12/20開催 「第83回SCCJ研究討論会」※1 5,000 円 10,000 円

【 B 】 12/20開催 「第83回SCCJ研究討論会」※1と「合同懇談会」※2 12,000 円 17,000 円

【 C 】 12/21開催 「 IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」 5,000 円 10,000 円

【 D 】
12/20開催 「第83回SCCJ研究討論会」と※1
12/21開催 「 IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」※懇談会なし

10,000 円 20,000 円

【 E 】
12/20開催 「合同懇談会」※2 と
12/21開催 「 IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」

12,000 円 17,000 円

【 F 】
12/20 開催 「第 83 回 SCCJ 研究討論会」 ※1と「合同懇談会」 ※2
12/21 開催 「 IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」 ※ 全て参加

17,000 円 27,000 円

※1. 研究討論会への参加者は「Ｑ＆Ａコーナー」へもご参加頂けます。 （懇談会は参加できません）

※2. 合同懇談会　は12月20日（木）16 ： 45～18 ： 05に7Fイベントホールにて開催いたします。

（注 1） 会員とは、 SCCJ正会員、 SCCJ準会員、 SCCJシニア会員です。

（注2） 代理参加とは、 SCCJ正会員が不参加の場合、 代理として１名が参加できます。

（注3） 参加申込締切日までに参加申込をされない場合には、 会員も当日料金となります。

（注4） 両日とも入場の際は受付へお越しください。 講演要旨集とネームホルダーをお渡しします。

 【4】申込み方法と締切：参加申込 12月6日（木）締切

参加申込書へご記入の上、 事務局（ＦＡＸ：０４５－５９０－６０９３）へお申込ください。

受付後、 順次折り返しＦＡＸいたします。

※  申込み後、1週間以内に折り返しＦＡＸがない場合は、事務局 (045-590-6025) へお問い合わせください。

※ 参加証 および 請求書の発行はいたしません。 ご了承ください。

 【5】参加費のお支払方法

参加申込後、 下記の指定口座に参加費をお振込みください。 （ ※ 振込手数料はご負担ください）

参加費お振込み期限 ： 2018年12月13日（木） 

みずほ銀行　銀座支店　普通　1 7 9 7 9 3 2

「日本化粧品技術者会　（ニホンケショウヒンギジュツシャカイ）」



 【6】キャンセル および 返金について

キャンセルは、 2018 年 12 月 13 日 ( 木 )  まで に事務局へご連絡ください。

キャンセル締切日までにお申し出いただいた場合は、 振込済の参加費は、 後日返金いたします。

なお、 キャンセル締切日以降のお申し出については、 ご返金できませんのでご了承ください。

振込予定日や金額を変更する場合は、 必ず事務局へＦＡＸ等でご連絡ください。

※ 入金業務の円滑化にご協力をお願いいたします。

 【7】お問い合せ ･ お申し込み先

日本化粧品技術者会　事務局（本部）森、 千葉

〒 224-8558　神奈川県横浜市都筑区早渕 2-1-1　㈱資生堂 リサーチセンター内

TEL ： 045-590-6025 ／ FAX ： 045-590-6093

以上

【 閲覧申し込みをする事により、SCCJ Web サイト上で要旨事前閲覧をご利用いただけます 】

「第 83 回 SCCJ 研究討論会」 および 「 IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」 参加申込者を限定とし、

開催前に全ての講演要旨を事前閲覧いただけます。

※ ご利用には、 参加申込とは別に SCCJ Webサイト内の 「要旨閲覧申込フォーム」 から登録が必要です。

https://www.sccj-ifscc.com/event/detail/948

【 WEB 閲覧の申込方法と利用方法】　閲覧期間12月14日（金）～12月19日（水）

SCCJ Web サイト内「第 83 回 SCCJ 研究討論会」および「 IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」の掲載

ページ内に設置された「要旨閲覧申込フォーム」よりメールアドレスを登録してください。

12月14日（金）以降順次、 要旨閲覧パスワードが自動でメール配信されます。 （※参加費振込済みの方限定）

上記ページ内の要旨PDFをクリックし、 配信された閲覧パスワードを入力しダウンロードできます。

※ 閲覧申込フォームは12月6日（木）に自動的に締切られます。

※ 期限までに参加費のお支払いが確認できない方については、 パスワードは自動配信されません。

（品川区立総合区民会館）

所在地：東京都品川区東大井5-18-1
電話：03-5479-4100
FAX：03-5479-4110

開館時間：午前9時～午後9時30分
 休館日：年末年始(12月29日～1月3日)

●交通のごあんない　JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線……大井町駅、徒歩約1分
※  駐車場は商業施設との共用のため、土・日・祝日は特に混雑します。なるべく電車・バスを

ご利用ください。
※ 会館周辺道路は狭いため、近隣にご迷惑となりますので駐停車ができません。

ご注意ください。
※駐車料金　30分200円　（利用時間　8：30～21：30）

《会場案内図》



第83回 SCCJ研究討論会 および
IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会  参加申込書

日本化粧品技術者会

会員／代理 一般（非会員）

【Ａ】  5,000円 10,000円

【Ｂ】 12,000円 17,000円

【Ｃ】  5,000円 10,000円

【Ｄ】 10,000円 20,000円

【Ｅ】 12,000円 17,000円

【Ｆ】 17,000円 27,000円

（フリガナ） 　　　　　 （フリガナ）

参加者氏名 代理参加の方は
SCCJ正会員名を記入

ウロタンケッジコナハウョシケ

郎太験実子花粧化

 参加費振込：2018年12月13日（木）締切

 ※返信先ＦＡＸ番号が未記入の場合は、受付票を返送できませんので必ずご記入ください。  

 ※参加費は12/13(木)までにお振込みください。金額や振込日を変更される場合は、必ずSCCJ事務局迄ご連絡ください。　

 ※両日ともご入場時に受付を行います。講演要旨集（各日１部）とネームホルダーは受付でお受け取りください。 

多数まとめてお申込みの際は、次頁もご利用ください。

12/20開催 「合同懇談会」 と
12/21開催 「IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」

12/20開催 「第83回SCCJ研究討論会」と「合同懇談会」
12/21開催 「IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」※全て参加

5

4

3

1

2

受付No.
※事務局記入欄

記入見本 Ｆ

申込
区分

17,000円

12/20開催 「第83回SCCJ研究討論会」

12/20開催 「第83回SCCJ研究討論会」と「合同懇談会」

12/21開催 「IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」

 参加区分と参加費　※下記の申込区分【Ａ】～【Ｆ】を選択してお申し込みください。

 参加登録期間：2018年12月6日（木）締切 ／ 申込ＦＡＸ送付先：045‐590‐6093　

≪参加申込記入欄≫ ※年齢の項目について…若手（準会員相当者）の出席状況を調査中の為、ご協力をお願します。

参加費

 振込予定：    月 　 日（　　 ） 参加費合計：\　

12/20開催 「第83回SCCJ研究討論会」と
12/21開催 「IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会」※懇談会なし

№

【講演要旨のWEB閲覧をご利用いただけます】 Web閲覧申込：12月6日締切／Web閲覧期間：12月14日～19日

こちらの参加申込とは別に、SCCJ Webサイト内の閲覧フォームへ「要旨閲覧申込」が必要です。
システム上、申込期間を過ぎると登録はできませんので必ず上記の期間内に登録を済ませてください。
閲覧申込フォームへ参加者氏名とメールアドレスを登録いただくと締切以降、閲覧用パスワードが送信されます。
※ご利用は参加費お振込済の参加者に限ります。（申込代表者氏名ではなく、参加者欄に記入された方の登録のみ）

参加者年齢
〇=３５歳未満
×=３５歳以上

〇 会員

参加区分

 所属先名称（企業・学校） ：

 申込代表者氏名：

：XAF先信返：LET

E-Mail：



（フリガナ） 参加区分 （フリガナ）

参加者氏名 代理参加の方は
SCCJ正会員名を記入

 参加費振込：2018年12月13日（木）締切

 ※返信先ＦＡＸ番号が未記入の場合は、受付票を返送できませんので必ずご記入ください。  

 ※参加費は12/13(木)までにお振込みください。金額や振込日を変更される場合は、必ずSCCJ事務局迄ご連絡ください。　

 ※両日ともご入場時に受付を行います。講演要旨集（各日１部）とネームホルダーは受付でお受け取りください。 

7

6

 参加登録期間：2018年12月6日（木）締切 ／ 申込ＦＡＸ送付先：045‐590‐6093　

≪参加申込記入欄≫ ※年齢の項目について…若手（準会員相当者）の出席状況を調査中の為、ご協力をお願します。

№ 申込
区分 参加費 受付No.

※事務局記入欄

8
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15

19

20

18

16

17

第83回 SCCJ研究討論会 および
IFSCC 2018 ミュンヘン大会 国内報告会  参加申込書

日本化粧品技術者会

 振込予定：    月 　 日（　　 ） 参加費合計：\　

参加者年齢
〇=３５歳未満
×=３５歳以上 会員

 所属先名称（企業・学校） ：

：XAF先信返：LET

 申込代表者氏名： E-Mail：
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