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【本部】第79回SCCJ研究討論会

SCCJ ( 日本化粧品技術者会 )とは？
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　日本化粧品技術者会（SCCJ）に入会すると、
世界の化粧品技術者が集まる国際化粧品技術
者会連盟（IFSCC）※の会員としても登録さ
れ、毎年開催される国際化粧品学術大会にも
参加できる資格を得ます。この国際大会は世
界各国の化粧品技術者が一同に介し、最新の
化粧品科学技術を発表し、議論できるグロー
バルな研鑽の場です。

　今秋のソウル（韓国：2017年）に続き、ミュ
ンヘン（ドイツ：2018年）、ミラノ（イタリア：
2019年）、そして東京オリンピックの年には、
横浜（日本：2020年）と、IFSCCの国際学
術大会は順次開催されます。
　是非、グローバルな化粧品技術に触れよう！
発信しよう！

　毎年４回電子配信されるジャーナルには、研究討論会で発表された内容だ
けでなく、自主投稿された研究内容も含めて、「原著」「短報」「資料」「総説」
に分類された論文が掲載されます。

　会員の方は過去のジャーナル、研究討論会やセミナーの要旨集等を全てフ
ルダウンロードできます（バックナンバーは全てではありません）。
　投稿論文は、査読審査を経て研究論文として掲載されます。

　投稿のサポートとして投稿フォー
マットもございますので、是非ご活用
ください。また、２年に一度、掲載さ
れた論文の中から「化粧品科学および
化粧品技術の向上に貢献し、業界の発
展に寄与する」特に優れた論文を選考
し、最優秀論文1編、優秀論文2編を
表彰しています。

　SCCJ（The Society of Cosmetic Chemists of Japan) は、化
粧品の研究開発及び製造販売に携わる技術者への情報提供と交流・議
論を目的とした学術団体です。1,666名（2017年4月1日現在）の
会員は、化粧品関連企業約720社などから参加しています。年に2
回の研究討論会やセミナーをはじめ、支部独自の研究会、見学会といっ
た活動も盛んです。また、世界各国の化粧品技術者会で結成される国
際化粧品技術者会連盟（IFSCC）にも加盟しています。
　さらに、SCCJは日本学術会議協力学術研究団体に指定（平成20
年4月7日）されています。

IFSCC国別ランキング

※貢献度合いを会員数と論文件数から算出、
　上位６カ国が常任理事国（2017.4現在）
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※国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）：http://www.ifscc.org/

メリット①　会員だけの学会活動に参加できる！メリット①　会員だけの学会活動に参加できる！

メリット④ 様々なGlobal活動に参加できる！メリット④ 様々なGlobal活動に参加できる！

メリット② 他社の技術者たちと交流を深める
　　　　　　　 　　　　　　　 チャンスが広がる！
メリット② 他社の技術者たちと交流を深める
　　　　　　　 　　　　　　　 チャンスが広がる！

メリット③　最新知見が入手できる！メリット③　最新知見が入手できる！

化粧品技術者会には、会員のみ参加できる企画が盛りだくさんです。
ぜひ、会員になって有益なイベントに参加しましょう。

【会員のみが参加できる企画の一例】
○学術講演会【東京】：2017年03月03日(金) 開催
　①『「おもしろレオロジー」どろどろ，ぐにゃぐにゃ物質の科学』
　②『「明治・大正・昭和―化粧品の変遷」　
　　第２回 ～ 美人像とメークアップ化粧品の変遷 ～』
○講演会【大阪】：2017年02月20日(月) 開催
　「錯視研究から見た化粧の心理効果」

○研究会【東京】：2016年9月5日(月）12月02日(金) の２回開催
　※３５歳未満の若手技術者対象
　『商品開発における私のこだわりⅣ～技術の調理レシピ～』

　研究討論会では、オーラル発表後に「Q&Aコーナー」を設け、発表者
がポスター形式で発表内容に関する質問等に応対し、毎回活発な討論が交
わされております。

　SCCJへの入会と同時に、国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）の会
員となります。
　IFSCCでは、偶数年にCongress、奇数年にConferenceを開催し、
世界各国の幅広い層の化粧品技術者が一同に介し、最新の成果を共有
します。35歳未満の若手研究者には、受賞すると、翌年開催される
Conferenceに無料招待される「Maison G De Navarre Young Sc-
ientist Prize」へエントリーするチャンスがあります。
　この賞は、若手化粧品科学者がIFSCC会議に出席することを可能に
するために、会議年中隔年で授与されます。奮ってチャレンジして下
さい。詳細は「IFSCC Web site」からご確認頂けます。

「IFSCC 2017 Conference Seoul , KOREA」
　Conference theme as
    “Cosmetic Science: Beauty, Convergence and Creativity”

ＳＣＣＪに集まろう！

会員になると、 こんなメリットが！

日本化粧品技術者会 副会長
兼  大阪支部 幹事長

岡田 文裕
（株式会社マンダム）

2017年10月23日 ～ 25日
http://www.ifscc2017.com/

　毎回異なるテーマ設定で開催されるSCCJ
セミナーは、産学それぞれ様々な観点からの
情報が提供される大変有益な場となっており、
講演後のフリーディスカッションの会場では、
講師の方々と直接議論する事で、聴講するだ
けでは得られない新たなヒントも見つけられ
ます。
　他にも講演会や勉強会、更には若手技術者
（３５歳未満）向けに企画されているコスメ倶
楽部勉強会（東京、大阪）が定期的に開催され、
技術情報だけではなく、市場や消費者動向等
の見聞を広げることができます。
　第一線で活躍する技術者の生の声を聞いて、
皆さんの研究・開発に、ぜひお役立てください。

Press
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発行元：日本化粧品技術者会 広報委員会

http://www.sccj-ifscc.com
日本化粧品技術者会 事務局
TEL:045-590-6025　　FAX:045-590-6093

入会・お問い合わせは下記のSCCJホームページ
またはSCCJ事務局まで

日本化粧品技術者会
The Society of Cosmetic Chemists of Japan

vol.8
info@sccj-ifscc.com

今後の予定
日　程

2017年 6月 27日 （火）～29日 （木）

2017年 7月   6日 （木）～  7日 （金）

2017年 7月  13日 （木）

2017年 8月 25日 （金） 

2017年 9月 22日 （金）

2017年 10月 23日 （月）～ 25日（水）

2017年 11月 29日 （水） 

2018年 2月 27日 （火） 

第49回 東京化粧品技術基礎講習会　　　　　　　 　     【東京／会場：あさひホール】

第47回 大阪化粧品技術基礎講習会　　　　　       【大阪／会場：大阪国際交流センター】

第80回 SCCJ研究討論会 および H28年度SCCJ優秀論文受賞講演 　 【大阪／会場：大阪国際交流センター】

第2回 大阪化粧品技術実践講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　【大阪／会場：エルおおさか南ホール】

第50回 SCCJセミナー（テーマ検討中) 　　　　        　 　  【東京／会場：きゅりあん】　

IFSCC 2017 Conference Seoul ，KOREA　　　　 【韓国　ソウル／会場：グランドインターコンチネンタルホテル】

第 81回 SCCJ 研究討論会 および IFSCC 2017 Seoul 中間大会・国内報告会　     【東京／会場：きゅりあん】

第 51回 SCCJ セミナー（テーマ検討中 )                  【東京／会場：きゅりあん】

行事内容
※スケジュールは予告なく変更されることがあります。詳細はHPでご確認下さい。

　SCCJ（日本化粧品技術者会）が主催する、各種学会活動の最新情
報を受け取る事ができます。

　SCCJ（日本化粧品技術者会）では、２年に１回、日本化粧品技術
者会誌に掲載された論文の中から、｢わが国の化粧品科学および化粧
品技術の向上に貢献し、業界の発展に寄与する価値ある論文｣を表彰
することとしています。
　本年は、2015～ 2016年に掲載された論文を対象に、優秀論文
選考委員会で厳正な審査を行なって下記３報を選定し、4月の運営
役員会に提案して受賞が決定しました。

  【最優秀論文　１報】
      ポーラ化成工業株式会社　堀江　亘 氏　他
      ｢ラメラ相コーティングパウダーファンデーションの開発｣
                                                                50巻 2号（2016）
  【優秀論文　２報】
      株式会社コーセー　柿沢　英美 氏　他
      ｢対人印象向上に寄与する美しい睫形状を実現する
                                      マスカラの開発｣　50巻 4号（2016）

      花王株式会社　五十嵐　崇訓 氏　他
      ｢主成分分析をベースとした統計的顔画像解析による
                                透明感の定量化手法｣　49巻 2号（2015）

「Beauty & Happiness：
　　  Pushing Boundaries」

配信メールを利用すると？

配信メールに登録するには？

 SCCJホームページの左メニューバーの
 「メール配信」をクリック

第19回（H28年度） SCCJ 表彰優秀論文第19回（H28年度） SCCJ 表彰優秀論文

The 31th IFSCC Congress 2020  
                    in Yokohama , Japan
The 31th IFSCC Congress 2020  
                    in Yokohama , Japan

※SCCJ（日本化粧品技術者会）では、未だ会員になられていない「一般の方」にも参加頂ける
　企画もございます。
※お知り合いにSCCJ正会員がいれば、代理参加も利用できます（詳細はHPまたは各事務局
　へお問い合わせください）

 メール配信登録フォームに必要事項を入力
 最下部の「登録」をクリックして登録完了！

大会Website 

①

②

③

④

著者には、5月30日の総会で賞状と副賞が授与され、
7月13日の研究討論会で受賞講演を行なって頂く予定です。
皆さん、是非ご一読頂き、受賞講演にもご参加ください！

http://www.sccj-ifscc.com
『SCCJホームページ」へアクセス

登録完了！

※ SCCJホームページからもアクセスできます

大会テーマ

2020年10月20日～23日開催日程

会　　場

http://ifscc2020.com/

私たちが究極的に目指すのは、
　　世界中の人々の「美」と
　　それを通じた「幸せ」です

000@000.co.jp
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○○○○○○

PACIFICO  Yokohama

ホームページは
こちらから


