
第 60 回顔料入門講座 

この講座は、顔料および顔料関連業界の技術者ならびに営業関係の方々のために、顔料の基礎から応用までをそれ

ぞれの専門メーカーにお願いして平易に解説して頂いています。 

また、内容は時代の流れや聴講された方のアンケートを参考に毎年見直しを行い、昨年から色彩についての講義を

加え、会員の方はもちろん、会員外の方にも有用な内容となっています。お誘い合わせの上、多数ご聴講下さいます

ようご案内申し上げます。（尚 4 日間すべての出席が困難な場合は、代わり合って受講することもできます。） 

 

日 時 平成 30 年 8 月 30 日（木）、31 日（金）、9 月 6 日（木）、7 日（金） 

会 場 千葉工業大学  津田沼校舎 6 号館 5 階「655 講義室」 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 2-17-1 

        [交通]総武線快速（東京から 28 分）または総武線、JR 津田沼駅下車、南口徒歩 3 分(受講券に案内図印刷) 

※「キャンパス内全面禁煙」となっておりますのでご協力ください。 

受講料 共催および協賛団体会員 47,000 円，会員外 57,000 円，学生 6,000 円（４日間テキスト・消費税込） 

※1 当日までに色材協会に入会されれば会員扱いになります。正会員：年会費 9,600 円 

※2 協賛学協会の方は会員扱いになります。所属学協会名、会員番号を明記の上、お申し込み下さい。 

※3 テキストの事前送付をご希望の場合は、申込書に記入の上、送料 500 円を受講料と併せお振り込み下さい。 

(テキストの事前送付の申し込みは、都合により 8 月 17 日締切とさせていただきます。) 

※4 第 3 日夕刻より会場キャンパス内にて講師を交えての意見交換会を予定しています。参加費は不要ですので

奮ってご参加ください。尚、会場準備の都合上、参加希望の方は下記申込書にその旨をご記入下さい。 

申込締切 定員（150 名）になり次第締め切らせて頂きます。お早めにお申し込み下さい。 

申込方法 色材協会ホームページ（http://www.shikizai.org/）からお申し込みいただくか、申込書に所定事項を 

明記して FAX でお送り下さい。尚、受講料は銀行振込で 8 月 28 日までにお支払い下さい。 

また、受講申込み後ご連絡のないキャンセルは承ることが出来ませんのでご注意ください。 

（銀行口座：みずほ銀行 銀座中央支店 店番号１２５ 普通預金 No.０８４３０１４ 顔料技術研究会） 

申 込 先 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8 東京塗料会館 201 号室 

(社)色材協会内顔料入門講座事務局 TEL03-3443-2811 FAX03-3443-3699 E-mail：info@jscm.or.jp  

 

             第 60 回顔料入門講座申込書       受付 No.        

氏   名                      所属学協会名           会員 No. 

 

勤務先社名                      所属部課名 

 

〒 

所 在 地  

TEL          FAX          E-mail（※） 

受講料 ※該当事項にチェックをして下さい。 

□ 会員 ￥47,000   □ 会員外 ￥57,000   □ 学生 ￥6,000 

テキスト事前送付 ※希望の場合はチェックをして下さい。 

□ 事前送付を希望する （送付手数料 ￥500-） 

振込予定日 ※請求書を郵送いたします。 

月  日   予定 

意見交換会 ※参加希望の場合はチェックをして下さい。 

□ 9 月 6 日（第 3 日）開催の意見交換会（参加費不要）に参加を希望する 

※ 講座内容変更等のご連絡のため、なるべく E-mail（携帯も可）アドレスをご記入下さい。 

今後開催される色材協会主催の講座について E-mail での案内を希望しますか。（ 希望する ・ 希望しない ） 

上記情報は、（社）色材協会事務局にて管理致します。 

（社）色材協会行（ＦＡＸ：０３－３４４３－３６９９） 

 平成 30 年  月  日 

mailto:info@jscm.or.jp


「第６０回顔料入門講座」日程及び演題と講師 

 

第 1 日 ８月３０日（木） 【顔料の基礎】 
時  間 演    題 講   師 

9：15～10：50 顔料総論（一） 顔料と色 日弘ビックス㈱       中嶋 康晴 

11：00～12：00 顔料総論（ニ） 顔料の性能と試験方法 住化カラー㈱        林  哲也 

13：00～14：10 二酸化チタン 石原産業㈱         横田 和哉 

14：20～15：30 
体質顔料：炭酸カルシウム、クレー、タルク、沈降

性硫酸バリウム及びバライト、ホワイトカーボン 
㈱白石中央研究所      杉田 智明 

15：40～17：10 有機無機複合色材 東京工科大学        柴田 雅史 

 

第２日 ８月３１日（金） 【無機顔料】 
 9：10～10：10 パール系顔料 日本光研工業㈱        大久保 真吾 

10：20～12：00 紺青、群青、酸化クロム、複合酸化物系顔料 大日精化工業㈱       山根 健一 

13：00～14：00 金属粉顔料 旭化成メタルズ㈱      杉本 篤俊 

14：10～15：10 酸化鉄顔料 戸田工業㈱         博多 俊之 

15：20～16：40 カーボンブラック 三菱ケミカル㈱       高岡 麗雄奈 

 

第３日 ９月 ６日（木） 【有機顔料】 

9：15～10：25 溶性アゾ顔料、染付けレーキ 大同化成工業㈱        佐々木 重光 

10：35～11：55 不溶性アゾ顔料、縮合型アゾ顔料 大日精化工業㈱       南新 秀己 

13：00～14：00 フタロシアニン顔料 トーヨーカラー㈱      金子 哲也 

14：10～15：30 縮合多環系顔料 ＤＩＣ㈱          大竹 英弘 

15：40～16：40 
-ビジネス＆プライベートで使える- 

色の活用術入門 

atelier elfin        鷹柳 越子 

東京カラーズ㈱       桜井 輝子 

17：00～18：45 意見交換会（東京湾を見下ろす、１号館２０Ｆで講師を交えて簡単な飲食を含む名刺交換会） 

 

第４日 ９月 ７日（金） 【アプリケーション】 

9：00～09：30 カラーフィルター用顔料 東洋ビジュアルソリューションズ(株)    石川 美幸 

 9：40～10：45 印刷インキ用顔料 東京インキ㈱        宇賀神  修司 

10：55～12：00 プラスチック用顔料 日本ピグメント㈱      上濱 達也 

13：00～13：45 顔料樹脂捺染用顔料、原液着色用顔料 大日精化工業㈱        吉田 泰宏 

13：55～15：05 塗料用顔料 関西ペイント㈱       吉田  耕 

15：15～16：10 文具用顔料 冨士色素㈱         大杉 善隆 

16：20～17：20 化粧品用顔料 ㈱資生堂          大野 和久 

 

共 催 顔料技術研究会，日本顔料技術協会 

協 賛 （予定）(社)色材協会，日本化学会，高分子学会，化成品工業協会，日本無機薬品協会，有機合成化学協会， 

日本塗料工業会,日本印刷学会，日本材料学会，日本塗装技術協会，腐食防食学会，印刷インキワニス工業会， 

電気化学会，日本塗料検査協会，日本分析化学会，日本レオロジー学会，日本セラミックス協会， 

日本粉体工業技術協会，日本木材学会,日本色彩学会 

※上記スケジュール（講師、内容、時間）は予告なく変更の可能性があることご了承ください。 


