
第 63 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、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 令和 4 年 8 月 25 日（木）、26 日（金）、9 月 1 日（木）、2 日（金） 

会 場 Zoom によるオンライン開催 （下記、参加ポリシーをご理解・同意の上、申し込んで下さい） 

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 9,800 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 受付が終了した後、請求書を送付いたします。 

申込締切 定員（150 名予定）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。 

※4 テキスト送付の都合上、8 月 12 日までに申し込んでください。 

※5 締切後の申込みは下記連絡先へご確認ください。 

申込方法 下記、参加ポリシーを御理解・同意の上、色材協会ホームページ（https://shikizai.org）からお申込み下

さい。 

※6 ホームページからの申込みが不可能な場合のみ、下記申込書で FAX、またはメール添付にてお申込み下さい。 

※7 受講料は銀行振込で 8 月 26 日までに下記口座にお振込み下さい。（期日に間に合わない場合はご連絡をお願い

致します） 

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 

※8 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。 

参加ポリシー ・受講者は、講座内容の保存(画面キャプチャ含む)、動画・音声の録画・録音を禁止といたします。 

       ・講座へは申し込みした本人のみが参加できるものであり、第三者への開示を禁止といたします。 

       ・受講者は、事前に Zoom の動作確認を行い、動作環境などに問題がないことをご確認ください。        

連 絡 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 TEL 03-3443-2811 FAX 03-3443-3699 E-mail：info@jscm.or.jp  

             第 63 回顔料入門講座申込書       受付 No.        

上記、参加ポリシーに同意した上で以下の通り申し込みます。 

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 

振込予定日：2022 年   月   日予定  ※受付完了後、請求書を郵送いたします。 

※ 講座招待メール、講座内容変更等のご連絡のため、必ず 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） 

 令和 4 年  月  日 

mailto:info@jscm.or.jp


「第 63 回顔料入門講座」日程及び演題と講師 

 

第 1 日 ８月２５日（木） 【顔料の基礎】 
時  間 演    題 講   師 

9：15～10：45 顔料総論（一） 顔料と色 日弘ビックス㈱       中嶋 康晴 

10：55～11：55 顔料総論（ニ） 顔料の性能と試験方法 住化カラー㈱        高口 卓也 

13：00～14：10 二酸化チタン 石原産業㈱         植薄 祐介 

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      奥西 良太 

15：40～17：00 カーボンブラック 三菱ケミカル㈱      高岡麗雄奈 

 

第２日 ８月２６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 

10：20～12：10 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㈱         横田 昌幸 

15：20～16：50 天然色素と有機無機複合色材 東京工科大学         柴田 雅史 

 

第３日 ９月 １日（木） 【有機顔料】 

9：15～10：30 溶性アゾ顔料、染付けレーキ 大同化成工業㈱       海田 崇宏 

10：40～11：50 不溶性アゾ顔料、縮合型アゾ顔料 大日精化工業㈱       長郷 繁幸 

13：00～14：05 フタロシアニン顔料 トーヨーカラー㈱      坂本 昌平 

14：15～15：35 縮合多環系顔料 ＤＩＣ㈱          樋口 幸子 

15：45～16：45 カラーアレンジメントと CUS 配色調和 日本カラリスト協会     髙田 智子 

 

第４日 ９月 ２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)    平佐 美幸 

 9：40～10：45 印刷インキ用顔料 東京インキ㈱        山下 英克 

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㈱        粟飯原 慎 

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          金丸 哲也 

 

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，日本筆記具工業会 

※上記スケジュール（講師、内容、時間等）は開催の中止も含め、予告なく変更の可能性があること

ご了承ください。 


