
講師プロフィール
岡部美代治 氏 (Miyoji Okabe)

ビューティサイエンティスト

山口大学文理学部理学科生物学卒業後、（株）コーセーの研究所を経

て（株）アルビオンにて商品開発、マーケティング等を担当。数多くのヒット商

品を手がける。

2008年4月独立し、現在は美容コンサルタントとして活動。

商品開発アドバイス、美容教育アドバイスなどを行う他、講演・セミナーの

依頼や雑誌取材なども多い。数多くのメーカーの新商品発表会にも

積極的に出席し、商品トレンドの分析も行う。

化粧品の基礎から製品化までを研究してきた経験をもとに、スキンケアを

中心とした美容全般を解りやすく解説し、正しい美容情報をセミナー、

ホームページ（下記ＨＰ）で発信している。

ＨＰ「ビューティサイエンスの庭」 （http://www.beautysci.jp/）

コスメティック New Topics 3つのポイント

MCCA テーマ別研究会

ビューティーサイエンティスト岡部美代治の

コスメティック New Topicsを斬る！

【定員】
30名

※最少催行人数に達しない場合、

講座が開催されないことがございます

セミナー概要

【日程】

【会場】

第１日目 ： 2015年3月13日（金）

第２日目 ： 4月17日（金）

第３日目 ： 5月22日（金）

各日 14：30～17：30(時間詳細は次ページに）

（17：30以降、名刺交換のお時間が別にあります）

築地明石町オープンアカデミー

（詳細裏面）

【費用】

❶１講座毎のお申込み

CMSメンバー ：１名1講座 21,600円(税込)

（受講料 20,000円 + 消費税 1,600円）

一 般 ：１名1講座 25,920円(税込)

（受講料 24,000円 + 消費税 1,920円）

❷３回講座まとめてお申込み（１企業１部署単位）

CMSメンバー ： 3講座 54,000円(税込)

（受講料 50,000円 + 消費税 4,000円）

一 般 ： 3講座 64,800円(税込)

（受講料 60,000円 + 消費税 4,800円）TEL:03-3297-3141 FAX:03-3297-3810

お問い合わせ先

E-mail / mcca@marketing.or.jp

〒104-0041 東京都中央区新富1-8-2，4F

一般社団法人マーケティング共創協会

1957年設立の販売実務協会の志を引き継ぎマーケティング共創協会は活動しています

本講座へのお申込みは、下記ホームページからお申し込みください。

http://www.marketing.or.jp/

※１企業１部署内であれば、同一の参加者でなくても結構です

・化粧品開発、マーケティングに携わる方

・科学的アプローチで、美容topicsを考えてみたい方

・これからの化粧品業界の話題を先取りしたい方

このような方に
受講をお勧めします

１１１１....StandardStandardStandardStandard

各テーマにおいては、常に最新の基本知識(standard)を押さえて考察します

２２２２....NeutralNeutralNeutralNeutral

消費者の立場に立って考えることを基本とし、業界を中立(neutral)な目で

俯瞰し考察します

３３３３....Something NewSomething NewSomething NewSomething New

毎回、豪華なゲスト講師とのコラボレーションで新しい視点(Something New)を

提供します

2015年

【会場地図】
築地明石町オープンアカデミー

●徒歩で

築地駅（３、４番出口３分、

新富町（６番出口）５分、

東銀座（５番出口）１０分、

銀座（Ａ１２番出口）１５分

●タクシーで東京駅八重洲口より７分

正面が公園、隣が聖路加看護大学と

緑豊かな環境に位置しております。

講師から一言

年々生まれる新製品数は増える一方です。今までにない画期的なアイデアを求められても、そう簡単

にアイデアは生まれません。そんな時は異分野からヒントを求めることも効果的です。今回は美容医療、

食生活、更年期といった美容と関わりの深い分野を取り上げてみます。ゲストもその分野に詳しい専門家

の方々を選びました。受講後、美容を考える範囲が広がって今までに無かったようなアイデアが生まれる

ことを期待します。

一般社団法人マーケティング共創協会（MCCA）

【申込み】
ホームページからお申込みください

http://www.marketing.or.jp/

または「マーケティング共創協会」で検索

ビューティサイエンティスト 岡部美代治氏を講師に、

今のコスメティック業界で話題のNew Topicsを科学的に斬ってゆきます。

毎回、異なるゲストスピーカーを迎え、様々な視点でこれからの

コスメティック業界の変化を捉えていきます。

昨年の好評にお応えし、今年も３回シリーズの研究会です。

スタンダード

ニュートラル

サムシング・ニュー



プログラムの概要

■ Day1 3333月月月月13131313日日日日（（（（金金金金））））

Topics theme Guest speakerLecture ＆ Panel discussion

■ Day3 5555月月月月22222222日日日日（（（（金金金金））））

14：30～16：00

16：10～16：50 ゲストスピーカー講演 菅沼 薫 氏

菅沼菅沼菅沼菅沼 薫薫薫薫氏

ビューティ＆ライフ サイエンティスト

(株）エフシージー総合研究所

取締役

美肌と食生活は重要だと解っていても、その科学的な関係は意外とあいまいなところが多い。そもそも美しい

肌にとって栄養がどのように関わっているのか最新の皮膚科学的な知見を整理してみる。その上で、美肌に

必要な栄養と食生活を考え、日々のスキンケアとの相乗効果が得られる方法を考察する。

ゲスト講師には理論的かつ実践的に美容と食生活の大事さを研究している菅沼薫氏を招く。

講師講師講師講師 ：：：： 岡部美代治岡部美代治岡部美代治岡部美代治 氏氏氏氏

テーマ： 美肌美肌美肌美肌のののの為為為為のののの食提案食提案食提案食提案とととと化粧品化粧品化粧品化粧品のリンクのリンクのリンクのリンク

14：30～16：00

16：10～16：50 ゲストスピーカー講演 塩谷 信幸 氏

16：50～17：30

パネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッション＆＆＆＆質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

エイジングの研究も幹細胞、遺伝子、様々な生体コントロールシステムの研究が進み美容医療と化粧品の

関係も強まってきている。そのような中で化粧品開発はどのような可能性があり、どのようなアプローチがある

のか美容医療に詳しい塩谷先生と一緒に検討してみる。

１１１１．．．．アンチエイジングアンチエイジングアンチエイジングアンチエイジング研究研究研究研究のホットテーマのホットテーマのホットテーマのホットテーマ

講師講師講師講師 ：：：： 岡部美代治岡部美代治岡部美代治岡部美代治 氏氏氏氏

テーマ： アンチエイジングアンチエイジングアンチエイジングアンチエイジング美容美容美容美容のののの可能性可能性可能性可能性

（講義終了後、名刺交換のお時間があります）

塩谷信幸塩谷信幸塩谷信幸塩谷信幸氏

北里大学名誉教授

Npo法人アンチエイジング

ネットワーク理事長

東京大学医学部卒業。

卒業後、アメリカに留学し

外科および形成外科専門医の

資格を取得。

帰国後、東京大学形成外科勤務を経て、横浜市立大学

形成外科講師。

１９７３年より北里大学形成外科教授。

現在、北里大学名誉教授、AACクリニック銀座名誉院長。

NPO法人アンチエイジングネットワーク理事長。

ブログを毎日更新中。

し お や の ぶ ゆ き

す が ぬ ま か お る

岡部講師の話し、塩谷先生の話しをお互いに聞きあった後、異なる視点

から、ディスカッションして頂きます。

(1)アンチエイジング研究のトレンド

(2)長寿から健康寿命へ

(3)ノーベル賞とアンチエイジング研究

２２２２．．．．アンチエイジングアンチエイジングアンチエイジングアンチエイジング美容医療美容医療美容医療美容医療のののの現状現状現状現状

(1)アンチエイジング美容医療の種類

(2)ボトックス、ヒアルロン酸注入

(3)光線医療

３３３３．．．．アンチエイジングコスメのアンチエイジングコスメのアンチエイジングコスメのアンチエイジングコスメの開発方向性開発方向性開発方向性開発方向性

(1)化粧品で可能なアンチエイジング理論

(2)期待できるアンチエイジングコスメの為

の化粧品技術

１１１１．．．．肌肌肌肌とととと栄養栄養栄養栄養のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識

(1)栄養の基礎知識

(2)肌の健康と栄養の関係

２２２２．．．．美肌美肌美肌美肌にににに必要必要必要必要なななな栄養素栄養素栄養素栄養素とととと摂取量摂取量摂取量摂取量についてについてについてについて

３３３３．．．．美肌美肌美肌美肌にににに良良良良いいいい食生活食生活食生活食生活とスキンケアとスキンケアとスキンケアとスキンケア習慣習慣習慣習慣

(1)美肌に良い食生活とは

(2)生活リズムと食生活とスキンケア習慣

(3)食とコスメの理想的なコラボとは

■ Day2 4444月月月月17171717日日日日（（（（金金金金））））

テーマ： ホルモンホルモンホルモンホルモン変化変化変化変化にににに対応対応対応対応するするするする化粧品化粧品化粧品化粧品

宇江佐宇江佐宇江佐宇江佐 り えり えり えり え 氏

メノポーズナビゲーター

・エイジングスタイリスト

う え ざ り え

1981年、TBS「ウエザ―ショー

空飛ぶお天気スタジ」でデビュー後、

同「朝のホットライン」「なるほど!

ザ・ワールド」など数々のレギュラー

番組を持つキャスター・レポーターと

して活躍。

2003年企画開発した下着がアレルギーに悩む女性や皮膚科医・

婦人科医に支持されるブランドとなる。これを機に更年期啓発の

企画・プロデュースを始め、講演・自主セミナーの他、

『いつでも読める・観られる』ツールとしてブログ・ＳＮＳ・動画をリンク

させた情報提供も行なっている。

体験まじえた内容はリアリティがあって分かりやすいと好評。

更年期と加齢のヘルスケア認定メノポーズカウンセラー

日本サプリメント学会認定サプリメントアドバイザー

16：50～17：30

パネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッション＆＆＆＆質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

（講義終了後、名刺交換のお時間があります）

岡部講師の話し、宇江佐氏の話しをお互いに聞きあった後、異なる視点

から、ディスカッションして頂きます。

16：50～17：30

パネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッションパネル・ディスカッション＆＆＆＆質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

（講義終了後、名刺交換のお時間があります）

岡部講師の話し、菅沼氏の話しをお互いに聞きあった後、異なる視点

から、ディスカッションして頂きます。

奈良女子大学家政学部卒

美容・健康科学研究者 美容師

日本顔学会副会長 繊維学会理事

日本化粧品技術者会運営役員

日本香粧品学会評議員

東京家政大学・武庫川女子大学の非常勤講師 他大学で

特別講義も多数

フジテレビジョン発行の生活情報月刊誌ＥＳＳＥ監修 女性誌や

生活関連番組に協力 講談社ＶＯＣＥの化粧品実験スタート

メガネ拭き洗顔発案者

共著に「化粧行動の社会心理学」(北大路書房)「顔学への招待」

(あいり出版) 「アスタキサンチンの機能と応用」（ＣＭＣ出版）など

「アスタキサンチンの母」という人も

14：30～16：00

ホルモンの肌への影響は大きく、ホルモン環境の変化により肌トラブルも増える。特に思春期、妊娠期、そして

更年期において激しい。今回は更年期を取り上げ、ホルモン環境の及ぼす肌への影響と考えられる対処方法

を整理する。また、積極的に更年期に快適で積極的な生活を支援する活動をしている、宇江佐りえ氏をゲスト

講師を迎え、この時期に求められる美容ニーズを掘り下げて化粧品開発へのヒントを探る。

１１１１．．．．ホルモンのホルモンのホルモンのホルモンの肌肌肌肌へのへのへのへの作用作用作用作用

講師講師講師講師 ：：：： 岡部美代治岡部美代治岡部美代治岡部美代治 氏氏氏氏

(1)ホルモンの基礎知識

(2)肌への作用が考えられるホルモン

２２２２．．．．女性女性女性女性のののの一生一生一生一生とホルモンとホルモンとホルモンとホルモン環境環境環境環境

(1)年齢によるホルモン変化

(2)更年期に現れる肌トラブル

３３３３．．．．更年期対応更年期対応更年期対応更年期対応のののの化粧品化粧品化粧品化粧品をををを考考考考えるえるえるえる

16：10～16：50 ゲストスピーカー講演 宇江佐 りえ 氏

１ 更年期に女性のからだで起きること

・いつなるのか、いつまで続くのか

・AさんとBさん、症状が違う理由とは

・更年期特有の心の状態

２ 更年期を取り巻く状況とは

・『女性ホルモン』は売れ筋言葉に

・更年期リテラシーを持つ時代

３ 更年期の美活は内から外から、包括的に

更年期更年期更年期更年期のののの身体変化身体変化身体変化身体変化とととと美容対策美容対策美容対策美容対策

今流行の「アンチエイジング」には二つの面がある。

一つは点滴やサプリメントなどによる内からの全身療法。今ひとつは見た目、

すなわち外からの若返りを図る広い意味での美容医療。

だが中から若返れば外面にも反映される。その意味で「見た目のアンチエイ

ジング」も内外両方からのアプローチが望ましい。

また、そもそも人は何故若さにこだわるのか、また若さ＝美なのか。美しく老

いるということは？…などなど、アンチエイジングの究極の目的は何か。

この際、原点に戻って考えたい。

見見見見たたたた目目目目のアンチエイジングのアンチエイジングのアンチエイジングのアンチエイジング

１ 食事、栄養と美肌との関係について

２ 食材、栄養に関係する成分と美肌についての研究事例

（アスタキサンチン、コラーゲンなど）

３ 上記の成分が含まれている食材を使ったレシピ例

（1万8千を超えるＦＣＧオリジナルレシピのデータベースより）

４ 未来予想 今後話題を呼びそうな食材、成分

カラダのカラダのカラダのカラダの内内内内からキレイになるためにからキレイになるためにからキレイになるためにからキレイになるために 商品開発商品開発商品開発商品開発のヒントのヒントのヒントのヒント

2015年コスメティック New Topicsを斬る！

一般社団法人マーケティング共創協会

(1)更年期対応の化粧品開発キーワード

(2)コンセプト事例

(1)話題になった美肌栄養素について

(2)栄養素の代謝経路を考える

(3)経皮吸収と食事摂取との違い


