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SCCJ ( 日本化粧品技術者会 ) とは？
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。1,692 名（2018 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されています（平成 20 年 4 月7 日）
。
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ＳＣＣＪに集まろう！
化粧品は肌や髪を美しくするだけでなく、心をポジティブにさせてくれる不思議な力を持っています。日本化粧品技術者会
（SCCJ）は、そのような化粧品の力を科学的に検証した成果を共有し、互いに議論をする化粧品の専門学会です。会員は、
化粧品に携わるメーカーのみならず、異業種メーカーや大学の先生など多岐に渡っています。異なる技術や多様な価値観を持
つ会員が集まり研鑚し合うからこそ、新たな発想や知見が生まれ技術の発展へと繋がっています。財務省の貿易統計が開始さ
れてから、一昨年初めて日本の化粧品輸出金額が輸入金額を超えました。技術に裏打ちされた日本化粧品の品質が海外でも評
価されている証です。
化粧品の国際学会である国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）本大会が、2020 年横浜で開催されます。世界中から集まる技
術者と交流・議論し合うことで、より多様な価値観や異なる技術を融合させ、化粧品発のイノベーションを日本から世界へ発
信していきましょう。

日本化粧品技術者会
東京支部 幹事長

瀬戸匡人

※国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）：http://www.ifscc.org/

（ポーラ化成工業株式会社）

ご利用頂く皆さまの声を踏まえ ホームページをリニューアルいたしました
「見やすく便利、もっと身近に！」
この度、ホームページをリニューアルいたしました。SCCJ が主催するイベントなど、さまざまな情報
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をお伝えします。サイト構成も大幅に改変され、欲しい情報へ直感的にアクセスすることができます。
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画面と文字を大きくし、どなたに
でも見やすく直感的な操作で目的
の情報へアクセス可能です
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初めて SCCJ を知る方向けに
SCCJ で活躍されている方々の
インタビューを掲載しました
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開催行事への WEB 参加登録が

SCCJ ジャーナル、
セミナーテキスト、

スマホやタブレットからも見やすい

可能になります

要旨集など開催直後から確認可能に

レイアウトになり、出先でも利用し

なりました。更に、参加者は事前閲覧

やすくなりました

（2018 年 7 月から運用予定
※一部を除く）

可能です

WEB サイト：
www.sccj-ifscc.com

若手技術者の交流・情報交換のチャンス

■セミナー

■研修会

最新の情報を入手して発信して知見を深めよう

■各種交流会

■研究成果の発表や論文投稿も出来ます

全国の若手技術者が集結！
色々な開催行事に参加して、同じテーマを持った技術者との交流
を通じ、切磋琢磨しましょう。

各種発表、討論会
SCCJ 研究討論会、SCCJ セミナーを通じて最新技術、知見を
入手しよう。更に研究成果の発表も出来ます。

コスメ倶楽部
定期開催中。
若手技術者の研鑽と交流を深める絶好のチャンスです。

SCCJ ジャーナル・IFSCC マガジン
SCCJ ジャーナルには自主投稿された論文も含め多数掲載され
ます。2 年毎に SCCJ 掲載論文から表彰があります。
IFSCC マガジンは別途 Web 登録が必要です。
詳しくは Web サイト www.ifscc.org をご覧ください。

懇親会
技術交流以外にも各種交流があります。

あなたも SCCJ 会員になって
楽しみながら
日本の化粧品産業発展に
貢献しませんか
第 1 回 東京 × 大阪
コスメ倶楽部 合同勉強会

東京・大阪コスメ倶楽部 合同勉強会の様子

CITE JAPAN で開催
（2017年 5月31日）

多分野に渡る演題が披露される研究討論会

コスメ倶楽部は化粧品関連各社の若手（35 歳未満）からなる研
究会。異なる分野からも講師の先生をお招きしての勉強会と交流
会からなります。
「研鑽」と「交流」を大切に、お互いの意識を高め
合える場となっています。
【第一部】
製品開発にかかせない お客様目線 を、美容に関わる著名な講
師とパネルディスカッション形式で試みた第 1 回目の合同勉強会
【第二部】
若手のパワー溢れる活気が特徴の交流会
若手技術者達の交流会で情報交換

活発な討議がなされた IFSCC 国内報告会

IFSCC 横浜大会開催のお知らせ
世界最大の化粧品技術発表会が横浜で開催 !!
あなたの研究成果を国際舞台で発表しませんか ! ?
国際化粧品技術者会連盟（IFSCC）は、48 の学協会、74 の地域の
化粧品技術者が加盟した国際機関です。IFSCC 大会では、世界中の化粧
品技術者が集い、最新の研究成果を発表します。
2020 年は、本大会が横浜で開催されます。世界の化粧品技術者と
共に、横浜大会での発表を目指しませんか。
発表エントリー受付 ：2019 年 9 月頃
今後のスケジュールは、大会 WEB サイトをご参照ください
WEB サイト ： ifscc2020.com

今後の予定
日

※スケジュールは予告なく変更されることがあります。詳細はホームページでご確認ください。
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2018年6月18日(月) 〜 20日(水)

第 50 回 東京化粧品技術基礎講習会

2018 年9月27日(木)

第 52 回 SCCJ セミナー

2018年7月3日（火）

IFSCC 発表者の集い

2018 年10月19日(金)〜 20日
（土）

大阪支部研修会

2018年7月

第 278 回 学術講演会

2018 年11月

第 279 回 学術講演会

2018年7月5日(木) 〜 6日(金)

第 48 回 大阪化粧品技術基礎講習会

2018 年11月

第162 回 技術見学会

2018年7月12日(木）

第 82 回 SCCJ 研究討論会

2018 年12月20日（木）

第 83 回 研究討論会

2018年8月30日(木)

第 4 回 大阪化粧品技術実践講習会

2018 年12月21日（金）

IFSCCミュンヘン・国内報告会

2018年8月31日(金)

第 3 回 化粧品技術専門講習会

2018 年12月

第 44 回 研究会

2018年9月

第 43 回 研究会

2019 年2月

第 280 回 学術講演会

2018年9月18日(火) 〜 21日(金)

IFSCC 2018 Munich Congress（ドイツ・ミュンヘン） 2019 年2月21日（木）

微生物実践講座

第 53 回 SCCJ セミナー

