
                                  2022 年 6 月吉日 

御客様 各位 

                             株式会社 マツモト交商 

                            代表取締役社長 松本 俊亮 

 

マツモト交商主催「第 26 回 化粧品原料基礎セミナー」開催のご案内 

 

拝啓 貴社益々ご清祥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お礼申し上げます。 

さて、毎年開催させて頂いております本セミナーも、今回で第 26 回目を迎えることとなりました。これまでの皆

様のご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染拡大が始まった一昨年度はオンラインのみで実施致しましたが、落ち着き始めた

昨年度はオンライン開催と小規模ながら会場開催を併催いたしました。お客様からは、原料サプライヤーと情報

を直接交換する機会や実際に原料に触れて理解を深める機会になったとの好評を頂きました。 

このようなご意見を踏まえ、本年度も感染症予防対策を実施した上で、東京と大阪で下記のとおり会場開催さ

せていただく運びとなりましたのでご案内申し上げます。尚、会場開催については感染症予防対策の観点から

参加可能人数の上限を設けさせていただきます。また、国内の感染状況によっては、会場での開催を延期もしく

は中止する可能性もございます。その際は、会場での参加をご希望頂いたお客様に、別途ご連絡を申し上げま

す。 

お忙しい時期とは存じますが、この機会にご参加登録の検討頂けますと幸甚です。   

        敬具 

記 

【開催の目的】 

本セミナーは、化粧品原料に関する基礎知識・最新情報の習得を目的としております。その為、化粧品メーカ

ーの技術系新入社員の方や経験年数が短い方以外にも、営業・企画等幅広い職種・キャリアの方々にも、ご聴

講頂ける内容になっております。 

 

【開催日時】 

●東京会場 ： 2022 年 7 月 20 日（水）・21 日（木） 2 日間 

受付開始時間 ：  午前 9時 30分 

大田区産業プラザ PiO  https://www.pio-ota.net/access/ 

●大阪会場 ： 2022 年 7 月 28 日（木）・29 日（金） 2 日間 

受付開始時間 ：  午前 9時 30分 

AP大阪茶屋町 https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/access/ 

●オンライン ： 会場開催後に別途ご案内を予定しております。 

 

【参加登録】 

ご参加希望の方は 7 月 8 日（金）迄に、下記専用ページよりお申込み下さい。 

参加申込専用ページ：https://forms.office.com/r/6VFbB72LJM 

参加希望頂いた方には、別途 7 月中旬頃を目途に時間割等の詳細をご案内いたします。 

なお、お申込みいただき 7 月 14 日までに最終のご案内が届かなかった場合はお問合せ下さい。 

 

 



【ご注意点】 

参加ご希望多数の場合やその他の都合により、会場での参加希望に沿えない場合もございます。その

場合は事前にご登録メールアドレス宛に連絡をさせて頂きますので、ご了承下さいますようお願い申し

上げます。 

また、コロナウイルス感染症予防の観点から、例年ご用意させていただいておりました昼食や休憩時

間の飲み物に関しましては、配布を致しませんので予めご了承ください。朝は各座席にペットボトルの

お水を用意させていただきます。 

東京会場内への飲食の持ち込みは可能でございますが、黙飲食にご協力をお願い申し上げます。 

大阪会場内への飲食の持ち込みはご遠慮いただき度、ご理解・ご協力をお願い致します。 

いずれの会場も例年より昼食時の休憩時間を少し長めに設定させていただきますので、昼食は外食

（東京会場のみ座席での黙食可能）でのご対応をお願い申し上げます。 

大阪会場は自動販売機がございますのでお飲み物はそちらをご利用ください。 

 

【会場開催ご登録の方】 

会場での参加登録いただいた方には、詳細を 7月中旬頃メールにてご案内いたします。 

 

会場開催のご参加登録をいただいた方で、参加が出来なくなった場合は以下のお問合せ先メールアド

レスにその旨ご連絡をいただけます様お願い申し上げます。 

また、ご登録いただいた方で 7 月 14 日（木）時点で時間割等の最終ご案内メールを受信していない

場合は、お手数ですが以下のお問合せ先にご連絡をいただけます様お願い申し上げます。 

尚、会場参加いただきました方にも後日振返りができる様にオンライン動画視聴のご案内も差し上げ

る予定です。 

以上 

 

＜お問合せ先＞ 

担当部署：株式会社マツモト交商 販売推進部 

E-MAIL ： marketing@matsumoto-trd.co.jp 

TEL    ： 03-3241-5164 

 

mailto:marketing@matsumoto-trd.co.jp


【講義内容】 

講義名 講演会社 講義概要 

油脂と界面化学 

について 
花王株式会社 

油脂化学製品の原料となる天然油脂に関して、生産状況や特徴についてご

説明致します。 また、界面活性剤の性質や働きなど、化粧品原料のより深

い理解に役立つ内容をお話し致します。 

機能性エステル&

リポソーム 
日本精化株式会社 

一般的なエステルの特徴から、用途に応じて様々な機能性を付与したエス

テルについてご案内させて頂き、後半ではリポソームの構造、構成成分につ

いての概要説明させて頂き、最後に化粧品への応用についてご案内させて

頂きます。 

パーソナルケア用

シリコーン 

ダウ・ケミカル日本 

株式会社/ 

ダウ・東レ株式会社 

シリコーンは様々な分野に活用されている多種多様な形態・機能を持った素

材です。化粧品においても、様々な用途で、その機能向上に貢献していま

す。本講では、シリコーンの基礎と、化粧品での活用例についてご説明しま

す。 

化粧品用天然原

料の基礎と応用 

一丸ファルコス 

株式会社 

化粧品には“○○エキス”などと表示される、非常に多彩な天然原料が使わ

れています。本講では、天然原料の特徴、選択方法、配合への留意点を説

明するとともに、美白化粧料を例に、天然化粧品原料の応用方法をご説明

します。 

コンディショニング

ポリマー 

日本ルーブリゾール 

株式会社 

合成系、天然系のカチオンポリマーを展開しています。カチオンポリマーの

主用途であるコンディショニング機能について、そのメカニズム等をご説明し

ます。 

紫外線防御剤 
ＢＡＳＦジャパン 

株式会社 

紫外線防御剤はサンスクリーン製品以外にもデイリーのスキンケア、ヘアケ

ア等でも使用されています。各種紫外線防御剤の性能や配合技術を中心

に、防御のメカニズムや国内外の規制等についてもご説明します。 

増粘剤 
クラリアントジャパン 

株式会社 

増粘剤は製剤処方を設計するうえで粘度の調整だけでなく「感触」にも重要

な役割を持っています。洗浄系及びリーブオン系等、化粧品の剤形の違い

における増粘剤選択のポイントをご説明します。 

乳化と乳化剤 
クローダジャパン 

株式会社 

乳化、分散、可溶化など、化粧品に欠かせない乳化剤について、その構造

と特性、基本的性質を中心にご説明します。 

パール顔料 

メルクパフォーマンス 

マテリアルズ 

合同会社 

化粧品に色彩、つや、輝き、光沢といった高付加価値を付与するパール顔

料の特徴、歴史、種類、光学特性等の基礎をご説明します。 さらには近年

の新規意匠性顔料の紹介、パール顔料の光学特性を利⽤した応⽤につい

てもご説明します。 

皮膜形成剤 
ヌーリオン・ジャパン 

株式会社 

皮膜形成剤は、形状の保持、耐水性の改善、化粧もち向上等の効果を有

し、ヘア、スキン、メイク等様々な用途に使用される原料です。本講では皮膜

形成剤の基礎や、各処方系における様々な物性についてご説明致します。 

化粧品防腐剤 
アークサーダジャパン 

株式会社 

化粧品防腐剤について、微生物の基礎、化粧品防腐の微生物汚染と対策、

防腐力に影響を及ぼす因子、微生物汚染に関する法規制、主な防腐剤の

種類と特徴、防腐効力と評価方法について説明いたします。 

香粧品の安全性 
株式会社 

マツモト交商 

⻑年に渡る医薬部外品および化粧品原料販売の経験を生かし、「お客様の

開発プロセスに貢献する」べく、原料や製品に、より的確なエビデンスを付与

する安全性試験および有⽤性評価試験についてご説明致します。 

 



【会場開催の感染症予防対策に関して】 

 

＜会場での基本対策について＞  

政府指導である「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗

いなどの手指衛生」等の感染対策を実施いたします。 

会場では十分に距離が確保できるよう、人数制限を設けております。 

また、講義会場に併設した展示会場では原料を実際に触って頂く事ができるコーナーを設置いたしま

すが、密を避けるためご参加人数に応じて休憩時間の展示コーナーは人数制限をさせていただく場合

がございます。 

 

＜ご受講の判断について＞  

・セミナーに参加される前にご自身の体調管理にお努めください。  

・参加者は当日外出前の検温を実施し、検温の結果 37.5 度以上の熱がある場合には、セミナーへの

参加をご遠慮ください。  

・発熱など、風邪の症状が発症した場合、ならびに新型コロナウイルス(COVID-19)感染症罹患の疑い、

または濃厚接触者に該当する場合、感染症拡大防止の観点から、会場開催セミナーへの参加はお控え

ください。  

 

＜ご受講当日について＞  

・来場時の非接触型の検温にご協力ください。37.5 度以上の熱がある場合は参加をご遠慮いただく

場合があります。  

・セミナー会場では、常時マスクの装着をお願いいたします。  

・セミナー参加中、体調が悪くなった場合には、無理をせず、弊社スタッフにお申し出ください。  

・会場内での歓談はお控えください。  

・状況により、セミナーの中断または開催中止が生じますことをご了承ください。  

 



【東京会場】 

2022 年 7 月 20 日（水）・21 日（木） 2 日間 

 

大田区産業プラザ PiO ： 〒144-0035 

東京都大田区南蒲田 1丁目 20-2 

大田区産業プラザ PiO  4階コンベンションホール 

TEL.03-3733-6425 

https://www.pio-ota.net/access/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最寄駅 ： 京浜急行 京急蒲田駅 徒歩 3分 

JR京浜東北線、東急池上・多摩川線 蒲田駅 徒歩 13分 

https://www.pio-ota.net/access/


【大阪会場】 

2022 年 7 月 28 日（木）・29 日（金） 2 日間 

 

AP大阪茶屋町 ： 〒530-0013 

大阪府大阪市北区茶屋町 1-27 

ABC-MART梅田ビル 8階 

TEL:06-6374-1109 

https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/access/ 

（1階入口はサンマルクカフェの左横） 

 

 

 

最寄駅 ： JR「大阪駅」御堂筋北口より徒歩約 3分 

阪急電車「大阪梅田駅」2F中央改札口より徒歩約 1分 

地下鉄御堂筋線「梅田駅」北改札より徒歩約 3分 

地下鉄谷町線「東梅田駅」北東・北西改札より徒歩約 5分 

 

 

https://in7ql.cybozu.com/o/ag.cgi?page=ScheduleView&UID=230&GID=450&Date=da.2021.12.8&BDate=da.2021.12.5&sEID=846088&CP=sg
https://in7ql.cybozu.com/o/ag.cgi?page=ScheduleView&UID=230&GID=450&Date=da.2021.12.8&BDate=da.2021.12.5&sEID=846088&CP=sg
https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/access/

