
1 
Copyright ©2019資生堂 女性研究者サイエンスグラント事務局 All Rights Reserved. 

 

 

 

 

第 1３回「資生堂 女性研究者サイエンスグラント」 

募集要項 

 

資生堂 女性研究者サイエンスグラント事務局 

2019年 9月 2日改定版 

1. 趣旨 

優秀な女性研究者の研究活動を支援することにより、指導的女性研究者の育成に貢献します。 

2. 対象分野 

自然科学分野 （理工科学分野、生命科学分野いずれもご応募いただけます）  

なお、界面・コロイド化学の応募を積極的に歓迎します。 

3. 応募資格 

助成対象期間中に日本国内の大学・公的研究機関で、自然科学分野の研究に従事する女性研究者。 

※ 年齢、国籍は問わない。  

※ 推薦者不要。自由応募による完全公募制。  

※ 応募時、すでに指導的役割を担われている研究者（教授等）、大学院生・学生、企業に所属する研究者は

除く。 

※当グラントへの応募回数の制限はなし（何度でも応募可能） 

4. 助成金額・件数  1件当たり 100万円、最大 10件。 

5.  助成対象研究期間  2020年 6月～2021年 5月の 1年間 

6.  助成金の使途  研究費用（試薬代・備品代等）、研究補助員の雇用費用等。 

 

この文書および申請用紙は下記 URL でダウンロードできます 

http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/ 

http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/
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7. 応募方法 

第 13回募集要項をよく読み、資生堂リサーチグラントウェブページから応募をしてください。

http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/ 

   資生堂女性研究者サイエンスグラントに応募するためには、マイページへの登録が必要です。 

   初めての方は、「新規会員登録」ボタンを押し、下記【マイページの登録】の手順に従いマイページ登録を 

行ったのち、応募フォームへの記入に進んでください。 

既に会員登録済みの方は、【会員登録済みの方は】の手順に従い、応募フォームへの記入を 

行ってください。 

 

【マイページの登録】 

http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/ 第 13 回「資生堂 女性研究者サイエンスグラント」 

募集概要の下部にある「新規会員登録」ボタンから登録ができます。 

１．「新規会員登録」ボタンを押すと、メールアドレス入力画面が表示されます。メールアドレスを入力後、

「送信」ボタンを押すと送信完了画面になり、登録いただいたメールアドレスに、メールが送信されます。 

 

※注：入力いただきましたメールアドレスに申請期間中のご連絡や審査結果の通知もお送りしますので、 

応募後も継続利用できるアドレスを入力してください。 

    又、登録いただきましたメールアドレスは、会員ＩＤとして使用します。 

（一度登録いただいた会員 ID は継続使用可能です） 

  

２．受信メールから URL をクリック後、会員規約内容に同意の上、マイページ登録画面への基本情報の 

登録を行ってください。マイページ登録画面に氏名、生年月日、パスワードを入力し「登録する」 

ボタンを押せば登録完了です。 

 

３．マイページの「新規登録」ボタンを押すと応募フォームが表示されますので、必要事項を記入して 

ください。すべて記入したら、「登録する」ボタンを押します。 

 

４．入力内容を確認後、「登録する」ボタンを押すと、応募登録が終了です。 

※応募フォームへの入力は「保存」ボタンにより途中保存ができ、募集期間内はマイページから修正が 

可能です。 

※入力内容の確認後の「登録する」ボタンを押しますと募集期間内でも申請内容の修正が出来なく 

なりますのでご注意ください。 

 

 

http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/
http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/
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【会員登録済みの方は】 

1. https://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/のマイページにログインし、会員ＩＤ（メー

ルアドレス）とパスワードを入力後、マイページの情報が表示されます。 

  新規登録又は、途中保存のいずれかのボタンを選択し、入力フォームを表示して必要事項を記入して 

ください。 

２．入力内容を確認後、「登録する」ボタンを押すと、応募登録が終了です。 

 

※応募フォームへの入力は「保存」ボタンにより途中保存ができ、募集期間内はマイページから修正が 

可能です。 

※入力内容の確認後の「登録する」ボタンを押しますと募集期間内でも申請内容の修正が出来なく 

なりますのでご注意ください。 

 

 

 

8. 締め切り  2019年 11月 15日（金） 12：00（正午） 応募登録完了 

9. 審査方法 

「資生堂 女性研究者サイエンスグラント」は指導的研究者を目指す女性を支援して

います。新規性・独創性があり、ご自身の研究分野を切り拓く意欲のある研究計画

を歓迎します。 

社外の審査員（弘前大学 柿崎育子先生、電気通信大学 小舘香椎子先生、東京大学 近藤高志先生、 

福井工業大学 矢部希見子先生、（五十音順））と弊社の審査員が厳正に以下の観点について審査し、決定しま

す。 

 

（１） 申請研究について 

● 研究の背景、目的、社会的意義 

● 研究計画の妥当性（目的に対する計画の具体性・論理性、および達成の可能性） 

● 研究のユニーク性（新規性・独創性） 

（２） 研究者について 

https://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/
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● 研究実績、積極性、熱意、指導的役割を担う研究者としての考え方など 

10.  審査結果発表 

2020年 3月以降、各申請（応募）者に直接通知します。受賞された方については、2020年 6月以降、お名前と

申請研究タイトル名を本ホームページに掲載し、プレス発表致します。 

※ 必須事項：2020年 7月頃、研究助成目録の授与式と前年度の助成金受領者の研究成果発表・交流会を資

生堂ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（みなとみらい地区）で開催予定です。必ずご出席頂き、前年度の研究成果発

表もご聴講ください。 

11.  研究報告 

受賞者の方には、義務として下記のとおり、研究報告をしていただきます。 

（１） 研究報告書： 1年間の研究成果と今後の研究予定について報告書にまとめご提出ください。あわせて    

助成金の使途明細を記した経理報告書をご提出ください（研究期間終了 2 ヵ月以内）。 

（２） 研究報告会： 研究報告会に参加し、研究結果をご報告ください（2021年 7月頃予定）。研究報告会にかか

る宿泊・国内交通費は弊社が負担いたします。 

※ 助成金による研究成果について、積極的な学術発表をお願いいたします。学会・学術誌等で口頭・論文発表

する場合には、「資生堂 女性研究者サイエンスグラント（英文の場合は Shiseido Female Researcher 

Science Grant）の助成による」旨を必ず明記してください。 

※ 助成対象研究期間中に妊娠・出産・介護・疾病・被災などの事情で研究を中断する場合には、速やかに事務

局へご相談ください。 

12.  規定・注意事項 

（１） 本グラント助成対象研究期間中に、他の研究助成を受領する（もしくは受領する予定の）方は、その受領す

る（もしくは受領する予定の）研究助成の規定に「他の研究助成金の受領が可能」であることをご確認の上、

ご応募下さい。本グラントといたしましては他の研究助成金の受領と重複しても問題ございません。 

（２） 弊社は化粧品開発における動物実験廃止に向けた取り組み

（ http://www.shiseidogroup.jp/csr/challenge/experiment/ ）を推進しています。化粧品開発に関連ある動

物実験を含む申請研究については、本取り組みに合致しているかも合わせて審査させていただくことを 

ご承知置きください。 
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（３） 選考に関するお問合せには応じられませんので、ご了承ください。 

（４） 受賞者の皆さまには、所感文等をご提供いただき、新聞、雑誌、インターネットなどに掲載する場合があり

ます。また、本グラントに関連して弊社が実施する活動（講演活動、広報活動等）への参画を、お願いする場

合があります。積極的なご協力をお願いします。 

13.  個人情報の取扱い 

（１） 申請に際し、いただいた個人情報（以下、個人情報といいます。）は、㈱資生堂（以下、当社といいます。）

が当社のプライバシーポリシー（http://www.shiseidogroup.jp/privacy-policy/）に基づいて、本グラントの審

査・運営・お問い合わせへの対応および当事務局からの今後のご案内などに使用いたします。申請の際に

共同研究者をご記入いただく場合は、申請者の責任で個人情報の利用目的等について同意を取得して下

さい。個人情報の保管については、当社のプライバシーポリシーおよび社内規程にもとづき適切に実施し、

厳重な管理体制で保管します。当社は、個人情報を上記の目的で利用するため、当社の責任においてそ

の管理を第三者に委託し、委託先から申請者へご連絡する場合があります。また、各種法令の規定やそ

れに準ずる公共の利益のために公的機関等から要請された場合は、必要最低限の情報を開示または提

供する場合がありますのでご了承ください。 

 

（２） 個人情報の開示、変更、および削除に関するご請求は、資生堂 女性研究者サイエンスグラント事務局 

（E-mail: grant_jimukyoku@to.shiseido.co.jp ）へお申し出ください。お申し出者がご本人であることを確認

のうえ、速やかに対応いたします。なお、当社における「個人情報保護管理者」は、リスクマネジメントを担

当する部門の責任者です。詳細は当社のプライバシーポリシー（http://www.shiseidogroup.jp/privacy-

policy/）をご参照ください。 

また、当社は、個人情報の取り扱いにあたっては、情報管理責任者を設置し、情報管理責任者の指示のも

と、適切な保護・管理・利用を行い、業務に従事する者すべてに対して教育啓発を実施いたします。 
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第 1３回「資生堂 女性研究者サイエンスグラント」 

申請の留意点 

＜申請全般＞ 

（１） 募集要項をよく読み、会員規約に同意したうえでご記入ください。 

（２）応募には図表を記入することはできません。図表の挿入が必要な場合には、添付論文にある図表番号を指示し

てご自身の添付論文内の図を活用する、新たに別添したい図がある場合には JPEGや PDF などで図表を２．

申請研究内容の下欄に添付してください。その場合には、申請書中に書かれた図表番号と、図表内に記された

番号（ファイルタイトルなど）とが一致していることをご確認のうえご申請ください。 

（3） 各項目に空欄がないようにご注意ください。記入漏れがある場合には、申請が出来ませんのでご注意ください。 

 

＜201５年～201９年に受領した研究助成金について＞ 

（１） 公的な研究助成、民間機関からの研究助成を問わず、助成金名称・金額も含めご記入ください。 

（２） 2015年-2019年に受領した、申請者が「代表者」である研究助成金を、新しいものから順にご記入ください

（2020年度中に受領予定も含む）。 

（３） 5件を超える場合には主要なものを記入。 

（４） 過去 5年間で出産育児等の事情により研究を中断した期間がある場合のみ、備考欄に事情を明記のうえ

2014年以前のものを記入可能。 

＜研究タイトルのひとこと説明＞ 

中高生など非専門家へご研究をわかりやすく伝える際のひとこと説明（キャッチフレーズ）をご記入ください。（目

安：10～30字程度）受賞者発表時に、申請研究タイトルの補足としてマスコミ等へ公表する場合があります。 

 

＜原著論文発表について＞ 

●直近 5年間の実績について下記のルールに従って、年代の新しいものから順にご記入ください。         

 今回の申請研究に関連する発表論文（ご自身が重要と思うもの、ご自身が中心となって進めたもの最大 10件）を

記入してください。 

●上記は、査読付きの論文に限ります。学会講演要旨、プロシーディングは除く。                    

尚、一部の研究領域では、研究論文が査読付き雑誌に投稿される代わりに、インターネット上のプレプリントサー

バー等によって公開され、評価される場合があると伺っています。このような論文を含める場合には、事務局へそ

の旨を E-mail（grant_jimukyoku@to.shiseido.co.jp）にてお知らせください。 

mailto:grant_jimukyoku@to.shiseido.co.jp
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●論文情報：著者名（申請者には名前の前に★（星）印を付す）、論文タイトル、ジャーナル名（正式名称）、ISSN（オ

ンライン版・冊子版）、巻、ページを記載してください。 

●発行年、著者情報は、指定の項目のプルダウンメニューより選択してください。 

●上記の中で、代表的なもの１、２報について論文 PDFデータを３－① 原著論文発表欄にある「ファイル登録ボタ

ン」からファイルの添付をしてください。 

 

【 応募に関するお問い合わせ先 】 
 

資生堂 女性研究者サイエンスグラント事務局  

URL  http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/ 

※お問い合わせは、上記よりお願いいたします。 

 

 

http://www.shiseidogroup.jp/rd/doctor/grants/science/

