
P&Dパートナーズ株式会社  主催セミナー　参加者募集！

新「化粧品監督管理条例」の全貌を明かす !  激変する新制度への対応解説

本セミナーのポイント
① 既存の輸入販売化粧品、化粧品新原料に影響必須の新「中国化粧品監督管理条例」の解説
② 作成中の新「化粧品登録備案管理弁法」と「化粧品ラベル管理弁法」及び「化粧品分類規範」の主要内容の説明
③ 中国NMPA新化粧品、化粧品新原料許認可制度の下で化粧品、化粧品新原料の登録/備案の許可取得
④ 外国輸入非特殊用途化粧品届出（備案）制度の最新事情及び許可取得の申請要求
⑤ 外国輸入非特殊用途化粧品の境内責任者の要求
⑥ 外国輸入特殊用途化粧品の登録許可取得
⑦ 化粧品新原料の登録、届出（備案）許認可の取得
⑧ 化粧品越境EC（インター ネット通販）の現状と規制

開催日時  
9:30～16:00 (開場9:00)
９月３日（火）東京会場

主婦会館
９月５日（木）大阪会場
大阪国際交流センター

お申し込みは当社サイト（http://www.pandd.jp）にアクセス、お申し込みページからお願いします。
あるいはFAXで下記の参加申込書をお送りくだい。　送信先　FAX 059-231-5465
（下記ご記入後スキャンして、info@pandd.jp までメール添付でお送りいただく方法もあります）

 「中国NMPA( 元 CFDA) 化粧品・化粧品新原料 新許認可制度セミナー」参加申込書
　　申込日：　　　　年　　　 月　　　日  （９．３ 東京開催）に 　　 　　人　  （９．５ 大阪開催）に 　　 　　人の参加を申し込みます。　　

　　参加費　50,000円(税込）／1名       （ ＊CRDB会員あるいは同じ会社内で2名様以上参加の場合47,000円(税込）／1名 ）

  私（たち）は（  　 一般     ・   CRDB会員   ）です。　　　参加　 　　人で参加費合計　　　　　　　　　　　円になります。

  当社より受講証と請求書が届き次第、請求書に記載されている当社指定の銀行口座にお振込みください。　

 ■ ご参加者　　　　氏名（1）  　　　　　　　　　　　　　　　　　  Eメール

  （複数参加の場合）　氏名（2）  　　　　　　　　　　　　　　　　　  Eメール

 　勤務先等住所　　〒

 　組織名 ＆ 所属部署名　

 　電話番号  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号

参加者には「参加証」をお送りします。当社にご提供いただいた個人情報につきましては、本セミナー以外に使用することはございません。

中国化粧品・化粧品新原料
NMPA(元 CFDA) 新許認可制度セミナー

中国新「化粧品監督管理条例」の作成に中心メンバーとして携わり、化粧品安全規範
（2015年版）の編纂も担当。間もなく公布予定の新「化粧品登録備案管理弁法」「化
粧品ラベル管理弁法」「化粧品分類規範」等の主要作成メンバーでもある。外国輸入
化粧品、化粧品新原料の中国NMPA許認可審査専門委員会の主要審議委員会委
員。清華大学生物系ポストドクター、中国医学科学院薬用植物研究所に所属し、天然
薬物科学研究センター植物化学室主任、研究員、博士メンター。

いよいよ中国NMPA(元CFDA)新許可制度が開始 どのように応対しますか？
新法規制の作成と化粧品・化粧品新原料の許可審査のキーパーソンを招聘！  

最新情報と対応策をお届けします
特別招聘講師
中国NMPA(元CFDA) 
化粧品・化粧品新原料
標準委員会委員       
専門家審議会委員  　　石 鉞 （セキ エツ）氏             　　　　　　　　　

中国法規制データバンク（CRDB）
「CRDB会員」様参加費割引制度があります。この機会にぜひご入会ください ！
中国法規制データバンク（CRDB ： http://www.crdb.jp/）では中国法規制の

最新情報をご提供しています。「CRDB会員」になると特典としてP&Dパートナーズ主催の
セミナー参加費が割引となります。ご入会はCRDBサイトからお願いします。



    P&D パートナーズ株式会社 主催　  中国化粧品・化粧品新原料NMPA(元CFDA)許認可新制度セミナー 

NMPA（元CFDA）許認可新制度の関係者が最新情報をご提供！
【本セミナーのねらい】
1989年9月より施行されてきました「化粧品衛生監督条例」はまもなく
廃止、終止符を打ち、新しい法律「化粧品監督管理条例」が公布、実
施されます。それに伴い、中国での化粧品、化粧品原料の製造、輸入
と販売の制度は大きく変わります。
  新制度は一体のどのような中身でしょうか？
  従来から何がどのように変わるのでしょうか？
  新制度の下でどのようにすれば広い中国の化粧品市場に進出で
  きるのか、そのための対策はどうするか？
これらの疑問にお答えすべく、新法作成に携わられた化粧品、化粧品
新原料の許可審査のキーパーソンを招聘し、最新情報と対応策をお
届けします。中国へすでに化粧品を輸出されている方も、これから輸出
を目指す方も、ぜひご参加ください。

本セミナーのポイント
① 既存の輸入販売化粧品、化粧品新原料に影響必須の新「中国化粧
    品監督管理条例」の解説
② 作成中の新「化粧品登録備案管理弁法」と「化粧品ラベル管理弁
    法」及び「化粧品分類規範」の主要内容の説明
③ 中国NMPA新化粧品、化粧品新原料許認可制度の下で化粧品、
    化粧品新原料の登録/備案の許可取得
④ 外国輸入非特殊用途化粧品届出（備案）制度の最新事情及び許可
    取得の申請要求
⑤ 外国輸入非特殊用途化粧品の境内責任者の要求
⑥ 外国輸入特殊用途化粧品の登録許可取得
⑦ 化粧品新原料の登録、届出（備案）許認可の取得
⑧ 化粧品越境EC（インター ネット通販）の現状と規制

■ 開催内容
・ 東京開催日時 2019年9月3日(火)　午前9時30分～午後4時00分　午前9時から開場・受付開始
・ 東京会場 主婦会館プラザエフ　JR・丸ノ内線・南北線「四ッ谷駅」
 アクセスWEBサイト： http://plaza-f.or.jp/index2/access/
 TEL03-3265-8111
 会場は主婦会館プラザエフ9階・スズランになります。
・ 大阪開催日時 2018年９月５日(木)　午前9時30分～午後4時00分　午前9時から開場・受付開始
・ 大阪会場 大阪国際交流センター　近鉄・阪神本線／なんば線「大阪上本町駅」、千日前線・谷町線「谷町九丁目駅」
 アクセスWEBサイト： http://www.ih-osaka.or.jp/access/
 TEL 06-6772-6729
 会場は大阪国際交流センター3階・中会議室銀杏（いちょう）になります。
・ 参加費 ５０,000円／人（税込）　CRDB会員あるいは同じ会社内で2名様以上参加の場合 ４７,000円／人（税込）　＊昼食のお弁当代を含みます。
・ 申込方法  当社のホームページ（http://www.pandd.jp）にある「お申し込みフォーム」からお申し込みください。
 あるいは裏面の申込用紙を弊社宛にＦＡＸでお送りください。
・ 受講料お支払い 当社より受講証と請求書が届き次第、請求書に記載されている当社指定の銀行口座にお振込みください。 　
・ キャンセル規定 参加申し込みをお取り消しされる場合は下記の金額を申し受けさせていただきます。
 開催当日～７日前まで ： 全額、 10日前まで ： 50％、 30日前まで ： 30％
・ 問い合わせ先  P&D パートナーズ株式会社　セミナー担当（TEL.059-231-5488　FAX.059-231-5465　info@pandd.jp）
 〒514-8507　三重県津市栗真町屋町1577番地　三重大学 地域イノベーション研究開発拠点 A204

■ スケジュール（開場・受付開始 9:00）
          時間                      講演内容

  9:30　　　　　　　　開演　ご挨拶　董 培（P&Dパートナーズ代表取締役）
  9:35～ 11:30 　 【Part 1】中国化粧品・化粧品新原料の中国輸入と販売登録許認可
　張 祖川（P&Dパートナーズ株式会社中国NMPA化粧品・化粧品原料許認可申請実務者シニアコンサルタント）
  1. 中国化粧品・化粧品原料の許可及び輸入、通関の指導管理体制
  2. 中国NMPA化粧品・化粧品原料の許可、輸入、販売及び広告に関する主な法規制
  3. 中国輸入化粧品行政許認可の申請取得及び最新情報
  4. 外国輸入非特殊用途化粧品届出（備案）制度の現状、許認可取得の手順と最新情報
  5. 中国向け化粧品新原料のNMPA登録許可（判断基準、申請登録のプロセス及び審査等）
  6. 外国輸入非特殊用途化粧品届出（備案）において境内責任者の要件
　11: ３0～ 12:10  【Part 2】中国越境EC化粧品輸入 /販売の現状及び拡販対策
　恩田 昌彦（P&Dパートナーズ 経営企画室長兼越境EC運営マネージャー）
　 1. 中国越境 EC化粧品輸入 /販売の現状

　 2. 中国越境 EC化粧品輸入 /販売の法規制（中国「電子商務法」の実施状況）

　 3. 中国越境 EC化粧品販売の手順

　 4. 中国越境 EC化粧品販売の注意点響  
12:10～ 13:00　 　ご昼食休憩（お弁当をご用意しております）
  
13:00～ 15:00   【Part 3】中国輸入化粧品 /化粧品新原料の行政許認可の最新情報と日本企業の応対について 
   石鉞先生（中国NMPA化粧品／化粧品新原料専門家審議会委員）（中国語：日本語逐次通訳付）
　 
1. 中国化粧品 /化粧品新原料のNMPA許可の最新事情と概況

　 
2. 新「化粧品監督管理条例」の解説と従来制度との変更点

　 
3. 新「化粧品監督管理条例」に付随する新「化粧品登録備案管理弁法」、「化粧品ラベル管理弁法」

　　 及び「化粧品分類規範」の作成状況及び主要ポイントの説明

　 
4. 新制度での化粧品 /化粧品新原料の審議方式

　 
5. 化粧品 /化粧品新原料NMPA登録許可において主な審査内容

　 
6. 中国化粧品 /化粧品新原料現NMPA許可の主な規格 /基準

　 
7. 日本輸入化粧品NMPA許可審査の主な問題点と注意点

      （植物エキスやプラセンタ原料の審査基準、中文ラベルの審査ポイント、オーラルケ（歯磨き粉）等）
  
15:00～ 15:15 休憩
  

15:15～ 16:00
  
 Q&A特別セッション

                                「NMPA( 元 CFDA) 許認可関連のさまざまな質問を受
　　　　　　　　　　け付けます」

 　　　　　　　　　     石 鉞、恩田昌彦、張 祖川 　　　　　　　　　　 
  
16:00　              　終了  

＊セミナー当日の中国化粧品 / 化粧品新原料及び越境 ECの制度変化の状況により、上記の講演内容は更に実用的な内容に変更することがありますのであらかじめご了承願います。

■ 弊社講演者
恩田 昌彦　P&Dパートナーズ株式会社 経営企画室長兼越境 EC運営マネージャー：日本製品の中国越境 EC販売を行いながら、関連法規制や最新
情報を常に入手し、コンサルティングを通して皆様にお伝えしています。

張 祖川（チョウ ソセン）　P&Dパートナーズ株式会社 中国NMPA化粧品・化粧品原料許認可申請実務者シニアコンサルタント ： 長年、日本の
化粧品、化粧品新原料の中国認可申請実務とコンサルティングを担当。数多くの日本の化粧品、化粧品新原料のNMPA許可取得実績を積んでいます。


