
担当者のためのSDS/GHSラベル作成の
基礎と実践
最近、化学関係会社はもちろん、商社、建設、輸送、電気電子、機械、
自動車、医療機器など多くの企業でGHSに基づくラベル、SDSに関
する理解が不可欠となっています。本セミナーでは、日本の例を中
心に、海外で特に留意すべき点を解説しながら、担当者や関係者が
SDS/GHSラベルを作成/利用するためのノウハウを提供します。

10/2（水）
2020/1/22（水）

10/24（木）
2020/2/6（水）

東京

大阪

実践

1日丸ごと化学物質管理漬け 
EUの規制（REACH/RoHS/CLPを中心に）

化学物質を規制する法規は世界的に増えてます。本セミナーでは、
EUのRoHS指令とREACH規則を中心に、法規制の概要を説明すると
ともに、担当者が知るべきポイントや対応について解説します。セミ
ナーの最後に質疑応答も行います。

10/30（水）
2020/2/12（水）

11/7（木）
2020年2月（予定）

東京

大阪

規制
対応製品中の化学物質を管理する基本的な考え方

製品含有化学物質管理とは何か？　管理
するとはどういうことか？　担当者が知っ
ておかなければならないポイントを基礎
知識から考え方に至るまでわかりやすく
解説します。

8/26（月）
10/23（水）
12/11（水）
2020/2/5（水）

東京

10/3（木）
11/28（木）
2020/1/28（火）

大阪

基礎
講座

1日丸ごと化学物質管理漬け
日米中等の規制（REACH系/RoHS系を中心に）

化学物質を規制する法規は世界的に増えてます。本セミナーでは、
最近注目されている中国やアジアの規制（主にRoHS系/REACH系）
を中心に概要を説明するとともに、EU以外の国や地域の動向や内
容の違いも含めて解説します。セミナーの最後に質疑応答も行い
ます。

10/31（木）
2020/2/13（木）

11/8（金）
2020年2月（予定）

東京

大阪

規制
対応

評価する側から見た化学物質管理のポイント
ガイドラインに則った管理の仕組みづくり
このセミナーは、製品含有化学物質管理ガイドライン第4版で求め
ている内容を川下視線で解説したものです。担当者がより適切に
体制評価を行う上で何を見てどのように判断していくのか、適切
に運用できているか等、手順とノウハウをわかりやすく解説しま
す。

11/13（水）
2020/2/6（木）

10/17（木）
2020/2/7（金）

東京

大阪

管理
体制

製品含有化学物質：伝達情報の作成ノウハウ

製品含有化学物質の管理においては、情報を如何に顧客に流すか
ということは一つの重要な課題です。自社製品に含まれる化学物
質について適切に情報を伝達するために準備すべきことや注意点
等を解説します。

10/24（木）
12/12（木）

10/4（金）
11/29（金）

東京

大阪

実践 もう迷わない！ chemSHERPAで情報伝達

chemSHERPA-AIデータを自ら作成する方はもちろん、社内や取引
先へ指導する方を対象としたセミナーです。本セミナーで使用し
た各種資料は、参加者へ電子媒体で提供します。（研修人数限定。AI
作成者向け）

10/11（金）

10/18（金）

東京

大阪

実践

半日でわかる技術文書の作り方
CASをベースとしたRoHS指令の技術文書の作成

RoHS（II）指令は、第7条（生産者の義務）で順法確認をCEマーキン
グで要求しています。この順法確認は、仕組みで保証することも
求めています。本セミナーでは、CAS（Compliance Assurance 
System）のひな型と技術文書（TD）のひな型を見本として、簡単な
製品情報の書き直しをする演習を行います。

10/28（月）
大阪

規制
対応

半日でわかる技術文書の作り方
中国RoHS（II）管理規則の求める順法証明について

中国RoHS（II）管理規則の「制限使用製品目録」の第1次リスト（12品
目）が2019年3月に施行されました。中国RoHS（II）管理規則は、部
門規章であり、上位法や関連法が多く、さらに国家及び業界標準を
多く引用しています。本セミナーでは、中国RoHS（II）管理規則の求
める順法証明のための技術文書の構成を解説します。

規制
対応

9/24（火）

10/29（火）

東京

大阪

事業所の化学物質管理：
国内法の理解と注意点
化学品を製造しない事業所であっても、購入資材中の化学品使用
による事業所の安全管理、排出管理、労働者の安全衛生など、いく
つもの規制が存在します。事業所が係る化学物質関連法規制を俯
瞰し、総合的な順法管理の基本を解説する川下事業者向けの入門
講座です。

基礎
講座

9/27（金）

11/1（金）

東京

大阪

事業所の化学物質管理：
製造事業所のリスク管理と人材育成
製造現場での事故を防止するために必要な最低限の管理の仕組
みについて提案するとともに、担当者がリスクの在り方や特徴を知
り、リスクを管理するために見るべきポイントを過去の事故事例か
ら解説します。

管理
体制

10/25（金）

11/5（火）

東京

大阪

これからの事業所関連化学物質管理 

製造業の事業所をこれからも維持していくために、化学物質管理
は欠かせません。限られた人・費用で最大限の効果を狙うために、
法規制ごとの特徴や化学の基礎と共に過去の違反事例や事故事例
を引用して解説します。実務者対象のセミナーです。

10/1（火）
2020/2/4（火）

10/10（木）
2020年2月（予定）

東京

大阪

規制
対応

事業所における化学物質管理セミナー

製品中の化学物質管理セミナー

一般社団法人  産業環境管理協会  人材育成・出版センター
e-mail：kenshu@jemai.or.jp    TEL：03-5209-7703　FAX：03-5209-7717 http://www.e-jemai.jp/

『セミナー・イベント欄』をご覧ください。

裏面のFAX申込書もしくは下記ウェブよりお申込みください。
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厳しさを増す国内外の規制に対応！

化学物質管理・規制対応セミナー
2019年度
下期
開催予定



2019年度下期

化学物質管理・
規制対応セミナー FAX 03-5209-7717

一般社団法人産業環境管理協会 人材育成・出版センター

以下の必要項目にご記入のうえ、FAXにてお申込みください。

※ （一社）産業環境管理協会の会員に登録されている事業者の方は、
　JEMAICLUBのユーザーID（C＋数字5桁）をご記入ください。「会員価格」が適用されます。

※ 受講価格は税別の価格です。　※ 会場は開催日によって異なります。詳しくはウェブもしくは申込後に送付される受講票にてご確認ください。
※ 開催日が確定していないセミナーの開催日や新規開催セミナーの情報はウェブにて案内いたします。

C

会
員※

ユーザーID

【連絡先担当者情報】

※本記入欄を超えるセミナー数、参加人数にてお申込みされる場合は、インターネット申込または下記欄をコピーしてご利用ください。

ふりがな

ふりがな

部署役職名

ご担当者氏名

住        所 〒

TEL ： FAX ：連  絡  先

ご担当者
e-mail

貴社名
工場名・事業所名

【参加者情報】
ふりがな

部署役職名

e-mail e-mail

参加者氏名

ふりがな

部署役職名

参加者氏名

■受付後、請求書を発行いたします。受講料は請求書に記載の口座へお振込みください。
■ご入金いただいた受講料は返金できません。受講者の変更は可能です。その場合は事務局までご連絡ください。
■個人情報の取扱について：（一社）産業環境管理協会での、個人情報の保護の方針については当協会のホームページ（http://www.jemai.or.jp/global/privacy/index.html）をご覧ください。ご記入い
ただきました個人情報につきましては、本研修の連絡及び当センターの情報提供や案内等に利用させていただきます。

■会場には、公共交通機関をご利用いただき、環境へ配慮いただけますようご協力をお願いいたします。
■会場では、省エネルギー対策として室内空調の利用を最小限といたします。COOL BIZ，WARM BIZにてご来場ください。

受講希望
セミナー

開催地【　東京  ・  大阪　】　開催日　【　　　　　】
コード番号【　　　　】　※上記一覧①～⑫より選択

開催地【　東京  ・  大阪　】　開催日　【　　　　　】
コード番号【　　　　】　※上記一覧①～⑫より選択

受講希望
セミナー

開催地【　東京  ・  大阪　】　開催日　【　　　　　】
コード番号【　　　　】　※上記一覧①～⑫より選択

開催地【　東京  ・  大阪　】　開催日　【　　　　　】
コード番号【　　　　】　※上記一覧①～⑫より選択

FAX申込書

コード セミナー名 一般価格（会員価格） 開催地／日程 講義時間

① 15,000円（12,000円）
東京 8/26（月）・10/23（水）・12/11（水）・2020/2/5（水）

13：30～17：00
大阪 10/3（木）・11/28（木）・2020/1/28（火）

② 32,000円（25,000円）
東京 10/30（水）・2020/2/12（水）

10：00～17：00
大阪 11/7（木）・2020年2月（予定）

③ 32,000円（25,000円）
東京 10/31（木）・2020/2/13（木）

10：00～17：00
大阪 11/8（金）・2020年2月（予定）

④ 20,000円（15,000円） 大阪 10/28（月） 10：00～17：00

⑤ 20,000円（15,000円） 東京 9/24（火）　大阪 10/29（火） 10：00～17：00

⑥ 34,000円（27,000円）
東京 11/13（水）・2020/2/6（木）

10：00～17：00
大阪 10/17（木）・2020/2/7（金）

⑦ 20,000円（15,000円）
東京 10/24（木）・12/12（木）

13：30～17：00
大阪 10/4（金）・11/29（金）

⑧ 25,000円（19,000円） 東京 10/11（金）　大阪 10/18（金） 13：30～17：00

⑨ 15,000円（12,000円） 東京 9/27（金）　大阪 11/1（金） 13：30～16：30

⑩ 15,000円（12,000円）
東京 10/1（火）・2020/2/4（火）

13：30～16：30
大阪 10/10（木）・2020年2月（予定）

⑪ 15,000円（12,000円） 東京 10/25（金）　大阪 11/5（火） 13：30～16：30

⑫ 35,000円（30,000円）
東京 10/2（水）・2020/1/22（水）

10：00～17：00

基礎講座｜製品中の化学物質を管理する基本的な考え方

規制対応｜1日丸ごと化学物質管理漬け　EUの規制

規制対応｜1日丸ごと化学物質管理漬け　日米中等の規制

規制対応｜半日でわかる技術文書の作り方　CASをベース…

規制対応｜半日でわかる技術文書の作り方　中国RoHS（II）…

管理体制｜評価する側から見た化学物質管理のポイント

実践｜製品含有化学物質：伝達情報の作成ノウハウ

実践｜もう迷わない！ chemSHERPAで情報伝達
基礎講座｜事業所の化学物質管理：国内法の理解と注意点

規制対応｜これからの事業所関連化学物質管理

管理体制｜事業所の化学物質管理：製造事業所のリスク管理と人材育成

実践｜担当者のためのSDS/GHSラベル作成の基礎と実践
大阪 10/24（木）・2020/2/6（木）
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■ 化学物質管理・規制対応セミナー日程等一覧


