
Guests 

 

2017 December 朝倉 義幸 先生（本多電子）、畑中

信一 先生（電気通信大学）、来研

＆セミナー in 第1回超音波講座

（12月8日） 

 
October 海津 一宏 先生（花王株式会社）来

研&特別講演 in 第３回研究討論会

（10月28日） 

 
金山 直樹 先生（信州大学・理研）

来研&特別講演 in 第３回研究討論

会（10月28日） 

 



酒井 秀樹 先生（東京理科大学）来

研&特別講演 in 第３回研究討論会

（10月27日） 

 
内海 重宜 先生（諏訪東京理科大学）

来研&特別講演 in 第３回研究討論

会（10月27日） 

 
下里 剛士 先生（信州大学）来研&特

別講演in 第３回研究討論会（10月27

日） 

 



Professor Paschalis Alexandridis, 

PhD（University at Buffalo, The 

State University of New York 

(SUNY)）、来研&セミナー in 信州コ

ロイド＆界面科学研究会第17回セミ

ナー（10月19日） 

 

 

June 福井 寛 先生（福井技術士事務所）、

原島 謙一 先生（株式会社スギノマ

シン）、来研＆セミナー in 第1回粉

体分散講座（6月16日） 

 



April 岩田 勉 先生（和光純薬工業株式会

社）、来研＆セミナー in 物質化学科

公開セミナー（4月14日） 

 
2016 December 小寺 孝範 先生（花王株式会社）、

来研&セミナー in 第4回洗浄科学講

座（12月9日） 

 
輿石 先生（奈良機械株式会社）、来

研&セミナー（12月7日） 

 



November 小寺 孝範 先生（花王株式会社）、

来研&セミナー in 第4回洗浄科学講

座（11月11日） 

 
October 伊藤 冬樹 先生（信州大学）来研&セ

ミナー in 第２回研究討論会（10月

29日） 

 
小寺 孝範 先生（花王株式会社）来

研&セミナー in 第２回研究討論会

（10月29日） 

 



金子 克美 先生（信州大学）来研&セ

ミナー in 第２回研究討論会（10月

28日） 

 
安川 雪子 先生（千葉工業大学）来研

&セミナー in 第２回研究討論会（10

月28日） 

 
菅野 美幸 先生（日本分光㈱）、来

研&セミナー in 第２回機器分析講

座（10月6日） 

 



September 金山 直樹 先生（信州大学・理研）、

来研&セミナー（9月30日） 

 

(一社）日本表面処理機材工業会  

技術委員会様 来研（9月13日） 

 

 



 
July 浅野 浩志 先生（日本メナード化粧

品㈱）、来研&セミナー in 第 13回化

粧品講座（ジョイント講座）（7 月 29

日） 

 

小寺 孝範 先生（花王株式会社）、

来研&セミナー in 第 3 回洗浄科学

講座（ジョイント講座）（7月 29日） 



June 唐澤 純 先生（大日精化工業株式会

社）、来研&セミナー in 第１回顔料

分散講座（ジョイント講座）（6 月 17

日） 

 

小寺 孝範 先生（花王株式会社）、

来研&セミナー in 第 2 回洗浄科学

講座（ジョイント講座）（6月 17日） 

 



May 土屋 好司 先生（東京理科大学）、小

寺 孝範 先生（花王株式会社）、来

研&セミナー信州コロイド＆界面科学

研究会第 16回セミナー（5月 27日） 

 

April 小寺 孝範 先生（花王株式会社）、

来研&セミナー in 第１回洗浄科学

講座（4月 28日） 

 



岩田 勉 先生（和光純薬工業株式会

社）、来研＆セミナー in 物質工学科

公開セミナー（4月 15日） 

 

2015 December 阿部 正彦 先生（東京理科大学）、

小寺 孝範 先生（花王株式会社）来

研&セミナー in 物質化学特別セミ

ナー（12月 18日） 

 

福井 寛 先生（福井技術士事務所）、

来研&セミナー in 第１１，１２回化

粧品講座（12月 1日、11日） 

 



November 鈴木 亮 先生（帝京大学薬学部） 

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第 15回セミナー（11月

13日） 

 

脇田 和晃 先生（日油株式会社） 

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第 15回セミナー（11月

13日） 

 



October 岡田 友彦 先生（信州大学） 

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第１回討論会（10月 30，

31日） 

 

宮元 展義 先生（福岡工業大学） 

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第１回討論会（10月 30，

31日） 

 



柴田 裕史 先生（千葉工業大学） 

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第１回討論会（10月 30，

31日） 

 

福井 寛 先生（福井技術士事務所） 

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第１回討論会（10月 30，

31日） 

 



岩井 秀隆 先生（花王株式会社） 

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第１回討論会（10月 30，

31日） 

 

Dr. Gil Yeroslavsky (Bar Ilan 

University) 来研&セミナー（10月 16

日） 

 



 

福井 寛 先生（福井技術士事務所）、

来研&セミナー in 第１０回化粧品

講座（10月 9日） 

 

September Professor Paschalis Alexandridis, 

PhD（ University at Buffalo, The 

State University of New York 

(SUNY)）、来研&セミナー in 信州コ

ロイド＆界面科学研究会第 14 回セミ

ナー、物質工学科特別セミナー、信州

大学外国人研究者招へい事業（9 月 6

～9日） 



 

July 福井 寛 先生（福井技術士事務所）、

来研&セミナー in 第８，９回化粧品

講座（7月 8，24日） 

 



June 福井 寛 先生（福井技術士事務所）、

来研&セミナー in 第６，７回化粧品

講座（6月 17，26日） 

 
May 福井 寛 先生（福井技術士事務所）、

来研&セミナー in 信州コロイド＆

界面科学研究会第 13 回セミナー（5

月 29日） 

 

佐野 智 先生（JAXA）、来研&セミナ

ー in 信州コロイド＆界面科学研究

会第 13回セミナー（5月 29日） 



April 福井 寛 先生（福井技術士事務所）、

来研&セミナー in 第５回化粧品講

座（4月 24日） 

 

岩田 勉 先生（和光純薬工業株式会

社）、来研＆セミナー in 物質工学科

公開セミナー（4月 17日） 

 

February Professor Marina Tsianou, PhD

（University at Buffalo, The State 

University of New York (SUNY)）、来

研&セミナー in 信州コロイド＆界面

科学研究会第 12 回セミナー（2 月 2

日） 

 



2014 November 中戸 晃之 先生（九州工業大学）、来

研&セミナー in 信州コロイド＆界面

科学研究会第 11回セミナー（11月 28

日） 

 



宮原 令二 先生（株式会社資生堂）、

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第 11回セミナー（11月

28日） 

 
October 村上 拓郎 先生（産業技術総合研究

所）、来研&セミナー in 信州コロイド

＆界面科学研究会第 10 回記念セミナ

ー（10月 24日） 

 



宮原 令二 先生（株式会社資生堂）、

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第 10 回記念セミナー

（10月 24日） 

 

井村 知弘 先生（産業技術総合研究

所）、来研&セミナー in 信州コロイド

＆界面科学研究会第 10 回記念セミナ

ー（10月 24日） 

 



織田 政紀 先生（花王株式会社）、来

研&セミナー in 信州コロイド＆界面

科学研究会第 10 回記念セミナー（10

月 24日） 

 

June 荒牧 賢治 先生（横浜国立大学）、来

研&セミナー in 信州コロイド＆界面

科学研究会第 9 回セミナー（6 月 13

日） 

 



唐木 典敬 先生（セイコーアドバン

ス）、来研&セミナー in 信州コロイド

＆界面科学研究会第 9 回セミナー（6

月 13日） 

 

April 岩井 秀隆 先生（花王株式会社）、来

研&セミナー in 第 2 回化粧品講座

（4月 30日） 

 

宮原 令二 先生（信州大学 CRC客員教

授、資生堂リサーチセンター）、来研&

セミナー in 第 2回化粧品講座（4月

30日） 



宮原 令二 先生（信州大学 CRC客員教

授、資生堂リサーチセンター）、来研&

セミナー in 第 1回化粧品講座（4月

25日） 

 

岩田 勉 先生（和光純薬工業株式会

社）、来研＆セミナー in 物質工学科

公開セミナー（4月 18日） 

 

2013 December 朝倉 義幸 先生（本多電子株式会社）、

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第 8 回セミナー（12 月

13日） 



 

安田 啓司 先生（名古屋大学）、来研&

セミナー in 信州コロイド＆界面科

学研究会第 8回セミナー（12月 13日） 

 



November 岩井 秀隆 先生（信州大学 CRC客員教

授、花王株式会社）、来研&体験講座 in 

信州コロイド＆界面科学研究会第 2

回体験講座（11月 22日） 

 

October 岩井 秀隆 先生（信州大学 CRC客員教

授、花王株式会社）、来研&体験講座 in 

信州コロイド＆界面科学研究会第 1

回体験講座（10月 24日） 

 



千葉 文野 先生（慶應義塾大学理工学

部）、来研&セミナー in 信州コロイド

＆界面科学研究会第 7回セミナー（10

月 11日） 

 

是津 信行 先生（信州大学工学部）、

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第 7 回セミナー（10 月

11日） 

 



柿澤 恭史 先生（ライオン株式会社）、

来研&セミナー in 信州コロイド＆界

面科学研究会第 7 回セミナー（10 月

11日） 

 

 

 



June 岩井 秀隆 先生（信州大学 CRC

客員教授、花王株式会社）、来

研&セミナー in 信州コロイ

ド＆界面科学研究会第 6 回セ

ミナー（6月 26日） 

 
 

杉山 周巳 先生（日本分光株

式会社）、来研＆セミナー in 

物質工学科公開セミナー（6

月 20日） 

 

 



May 酒井 宏水 先生（奈良県立医

科大学）、来研&セミナー in 

信州コロイド＆界面科学研究

会第 5回セミナー（5月 24日） 

 

 

 

赤塚 秀貴 先生（ポーラ化成

工業株式会社）、来研&セミナ

ー in 信州コロイド＆界面科

学研究会第 5 回セミナー（5

月 24日） 

 

山田 徹 先生, 岩崎 ひろ子 

先生（日本 Waters）、来研＆

セミナー in 物質工学科公開

セミナー（5月 16，17日） 

  



岩井 秀隆 先生（信州大学 CRC

客員教授、花王株式会社）、来

研&セミナー in 信州コロイ

ド＆界面科学研究会第 4 回セ

ミナー（5月 1, 2日） 

 
 

April 岩田 勉 先生（和光純薬工業

株式会社）、来研＆セミナー 

in 物質工学科公開セミナー

（4月 12日） 

  



January 井村 知弘 先生（産業技術総

合研究所）、来研＆セミナー 

in 信州コロイド＆界面科学

研究会第 3 回セミナー（1 月

25日） 

  

 

河合 滋 先生（花王株式会

社）、来研＆セミナー in 信州

コロイド＆界面科学研究会第

3回セミナー（1月 25日） 

 



2012 December 吉田 紀生 先生（九州大学）、

来研＆セミナー in 信州コロ

イド＆界面科学研究会第 2 回

セミナー（12月 21日） 

 

 

 

関根 知子 先生（資生堂リサ

ーチセンター）、来研＆セミナ

ー in 信州コロイド＆界面科

学研究会第 2 回セミナー（12

月 21日） 

 



October 佐藤 高彰 先生（信州大学）、

来研＆セミナー in 信州コロ

イド＆界面科学研究会第 1 回

セミナー（10月 12日） 

  

岩井 秀隆 先生（花王株式会

社）、来研＆セミナー in 信州

コロイド＆界面科学研究会第

1回セミナー（10月 12日） 

 

 



July 野々村 美宗 先生（山形大

学）、来研＆セミナー in 第 3

回物質工学特別セミナー（7

月 19日） 

 

 

兼井 典子 先生（曽田香料 

( 株 )）来研＆セミナー in 

第 3 回物質工学特別セミナー

（7月 19日） 

 



June 船戸 美幸 先生（マルバーン

プロダクト課）来研＆セミナ

ー in 第 2 回物質工学特別セ

ミナー（6月 5日） 

 

May Professor Paschalis 

Alexandridis (University at 

Buffalo (UB) - The State 

University of New York 

(SUNY), USA)来研＆セミナ 

in 第１回物質工学特別セミ

ナー（5月 21日） 

 

Dr. Marta E. Dobrowolska, 

Dr. Roman Latsuzbaia and Dr. 

Emanuela Negro (Delft 

University of Technology, 

Netherlands)来研＆セミナ 

in 第１回物質工学特別セミ

ナー（5月 21日） 
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2010 December Professor Xiaoqi (Jackie) 

Zhang (University of 

Massachusetts, Lowell, USA)

来研＆セミナー in 第 6 回信

州サスティナビリティ・フォ

ーラム（12月 27日） 

 

2008 March Professor Otto Glatter 

(University of Graz, 

AUSTRIA)来研＆セミナー in 

物質工学科（3月 24日） 

 
 


