
事業所の化学物質管理：国内法の理解と注意点 

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

製品中の化学物質を管理する基本的な考え方
化学物質管理の「規制対応」「管理体制」「情報伝達」をキーワードに、
エンドユーザーが求める体制と情報の伝達方法について、ポイントを
講師が過去の経験と今の業界スタンスに合わせて解説します。

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）

製品含有化学物質：伝達情報の作成ノウハウ
　＆chemSHERPA で情報伝達

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化学物質管理の仕組みづくり～

欧州／中国RoHS管理規制の求める順法証明と
技術文書の作り方

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

https://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。

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

基礎講座 規制対応 管理体制 実践

東京
6/24（金）　10/21（金）大阪

2022年度

※最低実施人数に満たない場合、セミナーを中止する場合がございます。
※内容は変更する場合がございます。
※各セミナーの最後には質疑応答を行います。
※各会場情報などの詳細はウェブもしくはお申込後に送付される受講票に
てご確認ください。

製品中の化学物質管理セミナー　

事業所における化学物質管理セミナー

4/20（水）　8/26（金）　12/23（金）

5/10（火）  7/8（金）  9/9（金）  11/11（金）  23 1/12（木）  3/24（金）
オンライン　RoHS/REACH編

5/27（金）  7/19（火）  9/20（火）  11/18（金）  23 1/25（水）
オンライン　社内運用 編

世界の法規制について幅広く内容を知りたい方、最新情報を網羅する
ため基礎からおさらいしたいという方、海外取引がある企業や規制物
質の最新情報を確認したい企業の担当者にお勧めのコースです。

東京
9/27（火）　23 2/14（火）大阪
5/17（火）　11/15（火）

7/13（水）　12/20（火）オンライン

東京
9/28（水）　23 2/15（水）大阪
5/18（水）　11/16（水）

7/14（木）　12/21（水）オンライン

RoHS指令が要求するCEマーキング、中国RoHS（Ⅱ）管理規則の求め
る順法証明について技術文書の構成を判りやすく解説します。

東京
12/7（水）大阪
6/16（木）

9/6（火）　23 3/3（金）オンライン

中国やアジアの規制（主にRoHS系/REACH系）を中心に説明するとと
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。

「自社の管理体制を見直したい」、「より適切な製品含有化学物質管理
のための内部監査員を教育したい」、「取引先の評価・指導」と考えて
いる企業の方にお勧めです。

東京
9/30（金）大阪
5/20（金）　11/25（金）

7/29（金）　23 1/19（木）　3/17（金）オンライン

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。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データ作成時の注意点を解説します。

東京
7/22（金）　23 1/20（金）大阪
4/27（水）　10/18（火）

9/22（木）オンライン

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します。

東京
7/19（火）大阪
10/28（金）

オンライン 6/1（水）　9/2（金）　12/2（金）　23 1/27（金）　3/22（水）

担当者のための SDS/GHSラベル作成の基礎
PART 1 ：GHS分類・ラベル・SDSの基礎、必要性 
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。この
セミナーでは、大手化学メーカーにて実践経験の豊富な講師が、日本
の例を中心に解説します。

オンライン 5/13（金）　8/12（金）　11/2（水）　23 2/3（金）

担当者のための SDS/GHSラベル作成の基礎
PART 2 ：GHSによる危険有害性分類 
GHS分類・ラベル・SDSの基礎、SDSの必要性や適用範囲、読み方、見
方のポイントを説明します。これから、SDSをどのように扱って行けばよ
いか、取引先からSDSを入手・管理される方にお勧めです。

オンライン 6/15（水）　9/15（木）　12/15（木）　23 3/15（水）



2022年度
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。

※ 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。
※ お一人様につき1端末での参加をお願いいたします（オンライン）。

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（https://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 ・ オンライン】　開催日　【　　　　　　】

コード番号【　　　　】　※上記一覧①～⑨より選択

開催地【 東京 ・ 大阪 ・ オンライン】　開催日　【　　　　　　】

コード番号【　　　　】　※上記一覧①～⑨より選択受講希望
セミナー

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

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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■ 化学物質管理・規制対応セミナー日程等一覧　（受講価格は「税込み10％」の価格です）

13：30～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

13：30～17：00

10：00～17：00

16,500円（13,200円）

35,200円（27,500円）

35,200円（27,500円）

16,500円（13,200円）

27,500円（18,150円）

製品中の化学物質を管理する基本的な考え方

1日丸ごと化学物質管理漬け　EUの規制

1日丸ごと化学物質管理漬け　日米中等の規制

欧州/中国RoHS管理規制  技術文書の作り方

評価する側から見た化学物質管理のポイント

製品含有化学物質：伝達情報の作成ノウハウ

事業所の化学物質管理：国内法の理解と注意点

担当者のためのSDS/GHSラベル作成の基礎

東京：4/20（水）　8/26（金）　12/23（金）　大阪：6/24（金）　10/21（金）
オンライン RoHS 編：
5/10（火）  7/8（金）  9/9（金）  11/11（金）  231/12（木）  3/24（金）

東京：5/17（火）　11/15（火）　大阪：9/27（火）　232/14（火）
オンライン：7/13（水）　12/20（火）
東京：5/18（水）　11/16（水）　大阪：9/28（水）　232/15（水）
オンライン：7/14（木）　12/21（水）
東京：6/16（木）　大阪：12/7（水）
オンライン：9/6（火）　233/3（金）
東京：5/20（金）　11/25（金）　大阪：9/30（金）
オンライン：7/29（金）　231/19（木）　3/17（金）
東京：4/27（水）　10/18（火）　大阪：7/22（金）　231/20（金）
オンライン：9/22（木）

オンライン：5/13（金）　8/12（金）　11/2（水）　232/3（金）

15：00～16：30

8,250円（6,600円） 15：00～16：30

オンライン 社内運用編：
5/27（金）  7/19（火）  9/20（火）  11/18（金）  231/25（水）8,250円（6,600円）

35,200円（27,500円）

17,600円（13,750円）

35,200円（27,500円）

PART 1  GHS分類・ラベル・SDSの基礎、必要性

担当者のためのSDS/GHSラベル作成の基礎
PART 2  GHSによる危険有害性分類

東京：10/28（金）　大阪：7/19（火）
オンライン：6/1（水）  9/2（金）  12/2（金）  231/27（金）  3/22（水）

13：30～17：00

27,500円（18,150円） オンライン：6/15（水）　9/15（木）　12/15（木）　233/15（水）

13：30～17：00

13：30～17：00


