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1. 事業の目的 

 

製革業界は、中小零細企業からなる業界であり、経営基盤は極めて脆弱で厳しい経営環境

が続いている。それを打開するために、業界の振興・発展を目的とする特別対策自主事業（百

貨店連携事業等）を行う。 

 

2. 平成 30年度事業の概要 

平成 30年度においては、以下の 2つの事業を基軸に、日本産革の PR及び普及活動を行

った。 

 

2.1. 全国百貨店とのコラボイベント事業 

「全国の百貨店とのコラボイベント事業」（以下『百貨店連携事業』と呼ぶ）においては、

札幌三越（北海道札幌市中央区南一条西三丁目 8：店舗面積 24,348m2）、うすい百貨店（福

島県郡山市中町 13 番 1号：店舗面積 31,500m2）、高松三越（香川県高松市内町 7-1：店舗

面積 26,948 m2）、新潟伊勢丹（新潟県新潟市中央区八千代 1-6-1：店舗面積 24,348 m2）、

阪急うめだ本店（大阪府大阪市北区角田町 8番 7号：店舗面積 97,804 m2）、小倉井筒屋（福

岡県北九州市小倉北区船場町 1-1：店舗面積 65,770 m2）、鶴屋百貨店（熊本県熊本市中央区

手取本町 6番地 1号：店舗面積 71,813 m2）、クアラルンプール伊勢丹 ISETAN The Japan 

Store（LOT10 Shopping Center 50 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur, Malaysia）

の 8か所で実施した。 

開催期間は以下の通りである。 

百貨店 開催期間 

札幌三越 平成 30年 4月 19日（木）～4月 25日（水）（7日間） 

うすい百貨店 平成 30年 5月 23日（水）～6月 5日（火）（14日間） 

高松三越 平成 30年 8月 28日（火）～9月 2日（日）（6日間） 

新潟伊勢丹 
平成 30年 9月 5日（水）～9月 15日（土）（10日間） 

※9月 12日（水）は定休日 

阪急うめだ本店 
平成 30年 9月 26日（水）～10月 1日（月）（5日間） 

※9月 30日（日）は台風のため、全館臨時休業 

小倉井筒屋 平成 30年 11月 8日（木）～11月 13日（火）（6日間） 

鶴屋百貨店 平成 30年 11月 27日（火）～12月 4日（火）（8日間） 

クアラルンプール伊勢丹 平成 31年 1月 4日（金）～1月 17日（木）（14日間） 
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2.2. PR展示 

会場内に革に関する展示物を設置し、消費者へ革の魅力をダイレクトへ訴求。 

 

2.2.1. 「革三大産地」展示 

 

 

2.2.2. 「製品と革のコラボ」展示 

  

 

2.2.3. デジタルサイネージ 
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2.2.4. VR動画「Make One Leather」視聴 

国産天然皮革の製造工程を 360°全方向視聴可能にした VR 動画「Make One Leather」

の制作を行った。撮影は、姫路の株式会社山陽様の全面協力によって行い、皮革製造の全工

程を VR 化することが可能になった。撮影にご協力いただきましたことに改めてお礼申し

上げます。完成した VRは、平成 30年 12月 6日（木）、7日（金）東京レザーフェア、日

本タンナーズ協会様ブース内で日本語版を公開し、平成 31年 1月 4日(金)～17日(木)の 14

日間、マレーシアの ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur で英語版での視聴を実施し

た。何れの会場でも、ご来場いただいたお客様には好評を得ることができた。 

 

  

 

2.2.5. ジャパンレザープライドタグ紹介 
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3. 事業結果 

3.1. 札幌三越とのコラボイベント事業 

 

開催期間 ：平成 30年 4月 19日（木）～4月 25日（水）7日間 

開催場所 ：本館 10階催事場（約 120坪） 

来場者数 ：12,756人 ※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：エールック株式会社/L-DESIGN株式会社/株式会社 KAZINO leather works/

株式会社喜市/有限会社清川商店/株式会社 Spica Products/筒井株式会社/株式

会社 DIECI-LABO/有限会社中澤/株式会社ハートビート/株式会社パーリィー

/株式会社パイオニア/株式会社ふく江/株式会社三竹産業/レリップ株式会社

(計 15社) 

タンナー名：ASAO山本/石井商会/浦上製革所/大圓製革産業/株式会社金田製革所/株式会社

キタヤ/株式会社小寺製革所/株式会社山陽/島田製革工業所/シンヤ工業所/大活

工業所/大東ロマン株式会社/栃木レザー株式会社/中嶋皮革工業所/株式会社ニ

ッタ/株式会社藤岡勇吉本店/村上皮革工業所/株式会社モリヨシ/山口産業株式

会社/湯浅皮革工業所（計 20社） 

 

  

  

 

 

 

会場風景 
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アンケート結果（n=455） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自由記入項目回答 抜粋】 

 革製品になる前のものが各種触れるのは良かった。(20代 女性) 

 とても勉強になりました。札幌はなかなか革の見本を見る機会がないので。(30代 男性) 

 日本の多くの革産地を知る良い機会となった。(30代 男性) 

 すてきな鞄がたくさんあって楽しく見させていただきました。(50代 女性) 

 国産革製品が多く見られて良かった。(50代 男性) 

 産地については今まであまり関心がなかった。外国のものばかりに目がいっていた。良

い品をこれからも一般の人の目に触れられるようにしてほしい。(70代以上 女性)  

■今回のような日本産の革をテーマとした「PRイ

ベント」へのご感想をお聞かせください。 

■展示をご覧になった感想をお聞かせください。 

■会場で一番気になったものはどちらですか。 ■「日本産の革」を表したマーク（タグ）が商品に

ついていれば安心感が満たされますか。 
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3.2. うすい百貨店とのコラボイベント事業 

 

開催期間 ：平成 30年 5月 23日（水）～6月 5日（火）14日間 

開催場所 ：1階中央ホール（約 30坪） 

来場者数 ：22,688人 ※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：【前半 7 社】株式会社鞄工作社いたがき/有限会社清川商店/筒井株式会社/株式

会社 DIECI-LABO/有限会社中澤/株式会社パーリィー/株式会社和宏 

【後半 6 社】株式会社喜市/株式会社ハートビート/株式会社パイオニア/株式会

社三竹産業/株式会社 Spica Products/レリップ株式会社（計 13社） 

タンナー名：ASAO山本/浦上製革所/大圓製革産業/株式会社金田製革所/株式会社キタヤ/株

式会社小寺製革所/株式会社山陽/島田製革工業所/シンヤ工業所/大活工業所/大

東ロマン株式会社/栃木レザー株式会社/中嶋皮革工業所/株式会社ニッタ/橋本

仁製革所/有限会社橋本製革所/株式会社藤岡勇吉本店/松岡皮革/村上皮革工業

所/株式会社モリヨシ/山口産業株式会社/湯浅皮革工業所（計 22社） 

 

  

  

  会場風景 
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アンケート結果（n=885） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由記入項目回答（抜粋） 

 とても肌触りが良くてよかったです。(20代 女性) 

 実際に手で触れて革の柔らかさ、質がわかってよかったです。(30代 女性) 

 年に一度と言わず、もっとやってほしいです。(30代 男性) 

 すごく良かったです。本物は手触りがいいですね。(40代 女性) 

 革のメガネ拭き、はじめて見ました。(40代 女性) 

 大変興味のあるイベントでした。来週も違うお店の展示ということでとても楽しみで

す。一度で全てのお店（今回は 2週なので）が見られるのも良い。(40代 男性) 

 毎年、すてきな製品があり、楽しみにしていました。(50代 女性) 

 革の良さ、手ざわりの良さを実感しました。またぜひ開催してください。(50代 女性) 

■今回のような日本産の革をテーマとした「PRイ

ベント」へのご感想をお聞かせください。 

■展示をご覧になった感想をお聞かせください。 

■会場で一番気になったものはどちらですか。 ■「日本産の革」を表したマーク（タグ）が商品に

ついていれば安心感が満たされますか。 
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3.3. 高松三越とのコラボイベント事業 

 

開催期間 ：平成 30年 8月 28日（火）～9月 2日（日）6日間 

開催場所 ：新館 5階催物会場（約 120坪） 

来場者数 ：6,528人 ※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：株式会社鞄工作社いたがき/株式会社猪瀬/株式会社 KAZINO leather works/ 

有限会社清川商店/株式会社 Spica Products/筒井株式会社/株式会社 DIECI-

LABO/株式会社ティックワールド/株式会社ハートビート/株式会社パーリィ

ー/株式会社パイオニア/株式会社ふく江/株式会社三竹産業/レリップ株式会社/

（計 14社） 

タンナー名：石井商会/大圓製革産業/株式会社金田製革所/株式会社小寺製革所/有限会社コ

ンツェリア多田/株式会社三昌/株式会社山陽/島田製革工業所/シンヤ工業所/大

活工業所/大東ロマン株式会社/栃木レザー株式会社/中嶋皮革工業所/有限会社

中嶋義浩製革所/西村皮革工業所/株式会社ニッタ/橋本仁製革所/有限会社橋本

製革所/株式会社藤岡勇吉本店/松真化製工業/松岡皮革/村上皮革工業所/株式会

社 モリヨシ/山口産業株式会社/湯浅皮革工業所(計 25社） 

 

   

    

会場風景 
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アンケート結果（n=508） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由記入項目回答（抜粋） 

 非常に良かった。普段触ることのない革と革製品を手に取ることができて楽しかった。

来年もあるならぜひ伺いたい。(20代 男性) 

 定期的にやってほしい。続けて欲しい。(40代 男性) 

 革の種類の違いがよくわかって今後の商品の選び方の参考になった。自分が好きなのは

何の革か、改めてわかりました。(40代 女性) 

 新しい革との出会いができて良かった。やはり作り手の革が一番ですね。(50代 女性) 

 テレビの CMを見て来ることになり、気に入った靴を手に入れました。ありがとうござ

います。(60代 女性)  

■今回のような日本産の革をテーマとした「PR

イベント」へのご感想をお聞かせください。 

■展示をご覧になった感想をお聞かせください。 

■会場で一番気になったものはどちらですか。 ■「日本産の革」を表したマーク（タグ）が商品

についていれば安心感が満たされますか。 
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3.4. 新潟伊勢丹とのコラボイベント事業 

 

開催期間 ：平成 30年 9月 5日（水）～9月 15日（土）10日間（12日は店舗休業日） 

開催場所 ：7階特設会場（約 150坪） 

来場者数 ：8,802人 ※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：革工房アバッリ/株式会社鞄工作社いたがき/エールック株式会社/株式会社

KAZINO leather works/有限会社清川商店/筒井株式会社/株式会社 DIECI-

LABO/株式会社ティックワールド/有限会社中澤/株式会社ハートビート/株式

会社三竹産業/株式会社リーブス/レリップ株式会社/株式会社和宏/（計 14 社） 

タンナー名：株式会社インぺックス/大圓製革産業/カドヤ商店/株式会社金田製革所/株式会

社キタヤ/株式会社小寺製革所/株式会社三昌/島田製革工業所/有限会社新喜皮

革/シンヤ工業所/栃木レザー株式会社/中嶋皮革工業所/有限会社中嶋義浩製革

所/西村皮革工業所/橋本仁製革所/有限会社橋本製革所/株式会社藤岡勇吉本店/

松岡皮革/松真化製工業/株式会社マルヒラ/株式会社モリヨシ/山口産業株式会

社/湯浅皮革工業所(計 23社） 

 

   

   

 

  

会場風景 
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アンケート結果（n=567） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由記入項目回答（抜粋） 

 色がきれいでした。(20代 女性) 

 毎年楽しみにしています。(30代 女性) 

 手の届かないイメージでしたが、来て見てふれて良かったです。(30代 女性) 

 職人さんと直接お話できたのが楽しかったです。(50代 女性) 

 革素材が大好きで愛用していますが、あまり産地にこだわったことはありませんでし

た。チラシは見ていましたが、通りすがりに寄ることができて良かったです。(50代 女

性) 

 革素材が柔らかくてとても気にいった。(70代以上 女性)  

■今回のような日本産の革をテーマとした「PR

イベント」へのご感想をお聞かせください。 

■展示をご覧になった感想をお聞かせください。 

■会場で一番気になったものはどちらですか。 ■「日本産の革」を表したマーク（タグ）が商品

についていれば安心感が満たされますか。 
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3.5. 阪急うめだ本店とのコラボイベント事業 

 

開催期間 ：平成 30年 9月 26日（水）～10月 1日（月）5日間（30日は全館休業） 

開催場所 ：9階催場（約 95坪） 

来場者数 ：13,032人 ※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：株式会社鞄工作社いたがき/株式会社 猪瀬/エールック株式会社/エターナルフ

ロー/株式会社京でん /有限会社清川商店 /筒井株式会社 /株式会社 DIECI-

LABO/株式会社ティックワールド/株式会社東京靴研/有限会社中澤/株式会社

パーリィー/株式会社ふく江/株式会社三竹産業/株式会社ラ・ジョイア/レリッ

プ株式会社/株式会社和宏（計 17社） 

タンナー名：石井商会/伊藤産業株式会社/浦上製革所/エルヴェ化成/株式会社金田製革所/株

式会社キタヤ/株式会社小寺製革所/有限会社コンツェリア多田/坂本商店/株式

会社三昌/株式会社山陽/島田製革工業所/有限会社新喜皮革/栃木レザー株式会

社/長坂染革株式会社/中嶋皮革工業所/有限会社中嶋義浩製革所/株式会社ニッ

タ/橋本仁製革所/有限会社橋本製革所/株式会社藤岡勇吉本店/株式会社前實/松

岡皮革/松真化製工業/まるいち製革所/宮内産業株式会社/森久工業/株式会社 

モリヨシ/山口産業株式会社/湯浅皮革工業所(計 30社） 

 

  

   

 

  

会場風景 
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アンケート結果（n=336） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由記入項目回答（抜粋） 

 革の製品になる前の素材そのものを見ることができるのが、楽しいです。どのように加

工されているのか、とても興味深いです。(30代 女性) 

 日本産のタグマークは知りませんでした。品質とデザインに優れた証として定着すると

良いですね。ありがとうございました。(40代 女性) 

 革素材、あたたかみがあり、とても素敵でした。(50代 女性) 

 日本製は安心します。(50代 女性) 

 今回初めて革産地を知りました。ありがとうございます。(60代 女性) 

  

■今回のような日本産の革をテーマとした「PR

イベント」へのご感想をお聞かせください。 

■展示をご覧になった感想をお聞かせください。 

■会場で一番気になったものはどちらですか。 ■「日本産の革」を表したマーク（タグ）が商品

についていれば安心感が満たされますか。 
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3.6. 小倉井筒屋とのコラボイベント事業 

 

開催期間 ：平成 30年 11月 8日（木）～11月 13日（火）6日間 

開催場所 ：本館 8階催場（約 40坪） 

来場者数 ：12,277人 ※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：株式会社 KAZINO leather works/筒井株式会社/株式会社 DIECI-LABO/有限

会社中澤/株式会社ハートビート/株式会社パーリィー/藤原化工株式会社/株式

会社三竹産業/（計 8社） 

タンナー名：大圓製革産業株式会社/キタヤ株式会社/小寺製革所/株式会社山陽/島田製革工

業所/シンヤ工業所/栃木レザー株式会社/株式会社藤岡勇吉本店/株式会社前實/

松岡皮革/株式会社モリヨシ/湯浅皮革工業所(計 12社） 

 

   

   

    

会場風景 
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アンケート結果（n=387） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由記入項目回答（抜粋） 

 来年も来たいです。(30代 男性) 

 革に関する成り立ち、色合いの変化など、様々なことが聞けて更に興味を持ちました。

(30代 女性) 

 楽しかったです。お気に入りに出会えて良かったです。(50代 女性) 

 国産で安心。(50代 女性) 

 とても質の良さが感じられました。また拝見したいと思います。(50代 女性) 

 革の産地など、とても勉強になりました。(50代 女性) 

 革の柔らかさに驚きました。色も多彩で、イメージが変わりました。(50代 女性) 

■今回のような日本産の革をテーマとした「PR

イベント」へのご感想をお聞かせください。 

■展示をご覧になった感想をお聞かせください。 

■会場で一番気になったものはどちらですか。 ■「日本産の革」を表したマーク（タグ）が商品

についていれば安心感が満たされますか。 
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3.7. 鶴屋百貨店とのコラボイベント事業 

 

開催期間 ：平成 30年 11月 27日（火）～12月 4日（火）8日間 

開催場所 ：本館 6階小催事場（約 25坪） 

来場者数 ：17,722人 ※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：筒井株式会社/株式会社 DIECI-LABO/有限会社中澤/株式会社ハートビート/株

式会社パーリィー/株式会社三竹産業（計 6社） 

タンナー名：大圓製革産業株式会社/キタヤ株式会社/小寺製革所/株式会社 山陽/島田製革工

業所/シンヤ工業所/栃木レザー株式会社/株式会社藤岡勇吉本店/松岡皮革/株式

会社モリヨシ/湯浅皮革工業所(計 11社） 

 

   

   

   

  会場風景 
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アンケート結果（n=453） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由記入項目回答（抜粋） 

 革についてこれまでよりも身近に感じられるようになりました。(20代 女性) 

 革にとても興味があるのでありがたいイベントで、何度も足を運びました。特に展示が

感動しました。もっと見たい、知りたいです。(30代 女性) 

 革素材には興味があるのでまたぜひお願いします。(30代 女性) 

 日本の革産地を意識したことがなかったので、今後気を付けて見るようにします。(40代 

女性) 

 革素材がとても手触りが良かったです。(70代以上 女性) 

  

■今回のような日本産の革をテーマとした「PR

イベント」へのご感想をお聞かせください。 

■展示をご覧になった感想をお聞かせください。 

■会場で一番気になったものはどちらですか。 ■「日本産の革」を表したマーク（タグ）が商品

についていれば安心感が満たされますか。 
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3.8. クアラルンプール伊勢丹とのコラボイベント事業の開催 

 

（１） 開催の経緯 

日本革市の海外展開に向けて、平成 29 年度より三越伊勢丹グループ海外拠点の日本

窓口である海外事業本部と協議してきた。マレーシア、シンガポールを中心に調査を行

い、カントリーリスクのある中国、英語が通じにくいバンコクは除外した。マレーシア

は日本との時差が 1 時間であり、英語が通じること、日本と比べてケアや汚れに対して

寛容な国民性であり、SNSマーケティングも進んでいる。またクアラルンプール伊勢丹

には LOT10・ISETAN The Japan Storeがあり、ショップ環境が事業趣旨と合致してい

る。什器環境をそのまま使用できることからも、上質なイメージでの展開が可能であり、

開催時期は来場者数が増える、チャイニーズニューイヤー前の 1 月開催の提案をいただ

いたことからクアラルンプール伊勢丹 LOT10・ISETAN The Japan Storeで開催するこ

とが決定した。 

 

 

（２） 開催実績 

開催期間 ：平成 31年 1月 4日（金）～1月 17日（木）14日間 

開催場所 ：ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur 

   Grand Floor 1階（約 30坪） 

来場者数 ：6,760人※毎時 5分間の来場者数を計測し、入場者数をカウント 

出展社名 ：株式会社猪瀬/エールック株式会社（製品展示のみ）/株式会社喜市/有限会社清

川商店/株式会社 DIECI-LABO/有限会社中澤/レリップ株式会社（製品展示の

み）（計 7社） 
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【インフルエンサーによるレセプション】 

1月 5日（土）にインフルエンサー21名をお呼びして、レセプションを行った。インフ

ルエンサーの方には会場にて撮影した写真を SNS に投稿し、フォロワーに日本の天然皮

革の PR活動をしていただいた。 

     

開催風景 

レセプション風景 
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【インフルエンサーによる Instagram投稿】 

フォロワーといいね数は平成 31年 2月 25日調査 

 

@ranechin 

フォロワー：14,700人 

いいね数：194 

 

@reikotherainbowgirl 

フォロワー：20,800人 

いいね数：441 

 

@charmwasabi 

フォロワー：3,963人 

いいね数：325 

 

@reneeng_wenwen 

フォロワー：49.900人 

1月 5日投稿 いいね数：692 

1月 6日投稿 いいね数：317 

 

@babyjen_jennyma 

フォロワー：31,400人 

いいね数：247 

 

@ohfishiee 

フォロワー：18,300人 

いいね数：1,615 

 

@fishmeatdie 

フォロワー：8,520人 

いいね数：434 

 

@janechua18 

フォロワー：6,563人 

いいね数：146 

https://www.instagram.com/charmwasabi/
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@cheryl.bunny 

フォロワー：1,110人 

いいね数：133 

 

@leetiffanyyy 

フォロワー：1,537人 

いいね数：54 

 

@joyce_thw 

フォロワー：51,200人 

いいね数：364 

 

@shawrmint 

フォロワー：39,600人 

いいね数：2,696 

 

@sunshinekelly2988 

フォロワー：47,700人 

いいね数：1,100 

 

@zoeliewho 

フォロワー：862人 

いいね数：113人 

 

@_candace.ng 

フォロワー：741人 

いいね数：93 

 



 
平成 30 年度 特別対策自主事業（百貨店連携事業等） 報告書・ダイジェスト版 

-22- 

【VR動画『Make One Leather』（英語版）視聴】 計 128名 
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【百貨店による SNS投稿】 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

クアラルンプール伊勢丹 Instagram 

開催前 1回、開催期間中 2回 動画再生回数 8,034回（2月 25日時点） 

クアラルンプール伊勢丹 Facebook 

開催前 1回、開催期間中 2回 動画再生回数 3.4万回（2月 25日時点） 
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（３） アンケート結果（n=309） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■本革は好きですか。 ■日本の革を知っていますか。 

■本革製品を持っていますか。 ■ECサイトでお買い物をしますか。 

■日本の革や革製品の英文サイトがあれば見

たいと思いますか。 

■QRコードはよく利用しますか。 
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（４） クアラルンプール伊勢丹開催の総括 

開催するにあたり、PR 施策は紙媒体よりもデジタル媒体が中心の現地での環境に合

わせ、SNSやホームページ、デジタルサイネージでの PRを行った。また会期 2日目の

1月 5日午後には中華系インフルエンサー20名を招待したレセプションを行い、SNSで

の告知を実施、イベント周知情報拡散を行った。 

会場アンケートについても、QR コードを用意し、来場者のお手持ちのスマートフォ

ンでのアンケート回収を試みた。お声がけした来場者のほとんどの方にご協力いただき、

ノベルティのセーム革も大変喜んでいただけた。アンケートの Do you like natural 

leather?（本革は好きですか？）の問いに対して、70％以上の方が、Extremely（極めて）、 

Very much interested（興味がある）と回答され、Are you aware of Japanese natural 

leather?（日本革を知っていますか？）の問いに対しても、40％以上の方が Extremely

（極めて）、 Very much interested（興味がある）と回答されており、現地の方の日本

産天然皮革への関心の高さが伺えた。 

今回、初めて実施したタンナー様の VR 動画も興味を持って視聴される方が多く、会

期を通じて 128名の方に視聴いただいた。 

クアラルンプール伊勢丹駒田副本部長、鈴木店長、般若イベント担当は、会期前は近

隣市場に天然皮革の取り扱いが少なく、高温多湿な気候であり、所得格差もあるため、

現地の方の反応に不安を抱いていたが、実際には、天然皮革への知識を持っている方が

多く、また中華系の方のみならずマレー系の方からも、高い評価があることが分かり驚

いていた。次回はより良いタイミングと方法を提案したい、とのお言葉もいただいてい

る。 

出展社からは、現地での日本の物作りに対する尊敬、品質への信頼の高さがあること

を感じることが出来たこと、またデザインやテイストのバリエーションが日本ほど成熟

していない市場に於いて、色彩や素材の光沢感、仕上げの美しさに強い関心があり、そ

れが日本製に対する高い評価に繋がっていることが分かった、という声をいただいた。 
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4. 百貨店連携事業の総括 

平成 30 年度「日本革市」プロジェクトは、昨年より継続して札幌三越、うすい百貨店、

高松三越、新潟伊勢丹、阪急うめだ本店、小倉井筒屋、鶴屋百貨店で開催した。4 月 19 日

（木）から 7日間開催の札幌三越で始まり、その後、5月 23日（水）から 14日間開催のう

すい百貨店、8月 28日（火）から 6日間開催の高松三越、9月 5日（水）から 10日間開催

の新潟伊勢丹、9月 26日（水）から 5日間開催の阪急うめだ本店（9月 30日は台風接近の

ため、臨時休業）、11月 8日（木）から 6日間開催の小倉井筒屋、11月 27日（火）から 8

日間開催の鶴屋百貨店で今年度の国内での 7開催を終えた。うすい百貨店、新潟伊勢丹、鶴

屋百貨店では昨年よりも開催日数が増え、特にうすい百貨店では 2週間開催となったため、

途中で出展社を入れ替えての開催を試みている。年が明けた 1月 4日（金）から 14日間開

催で、マレーシアのクアラルンプールにある、クアラルンプール伊勢丹 ISETAN The Japan 

Storeで初の海外開催を行った。その結果、昨年と比較して開催回数は減ったものの、開催

日数は昨年の 62日より増え、のべ 70日間となった。 

 

海外開催については、平成 29 年度より三越伊勢丹グループ海外拠点の日本窓口である、

海外事業本部と協議しながら、マレーシア、シンガポールの 2 か国に絞って調査を行った

結果、店舗環境、開催時期、現地の国民性なども加味し、クアラルンプールの ISETAN The 

Japan Storeにて開催する運びとなった。 

近隣市場に天然皮革の取り扱いが少ないことが懸念されたが、実際には、天然皮革への知

識を持っている方が多く、現地の方からも高い評価をいただいた。クアラルンプール伊勢丹

からは次回はより良いタイミングと方法を提案したい、と継続開催を望まれている。 

 

出展社は、札幌三越で L-DESIGN様、SpicaProducts様、新潟伊勢丹で革工房アバッリ

様、阪急うめだ本店で京でん様、ラ・ジョイア様が新たに出展し、「日本革市」への出展社

は 8 年間で 58 社に上る。またパネルや広告等でご紹介したタンナー様は、昨年展示した

「日本の革」を含め 80 社となった。「日本革市」に出展を希望されるメーカーは増えてお

り、本年度にお問い合わせやご要望をいただいたメーカーは 22社になる。来年度以降も出

展社数は増えるものと思われる。 

 

今年度から、各開催地に出展されている全メーカーの代表的な製品と皮革素材を一体に

展示する、「製品と皮革素材コラボ展示」を行った。以前より展示してある革素材が、会場

のどの製品に使われているのか、といった問合せを来場者や百貨店からもいただいていた

が、製品と素材を並べることで、革の生産者であるタンナー様をより身近に感じていただく

ことができるようになり、各会場で足を止める方も多かった。 

またデジタルサイネージを各会場に設置して、タッチパネルにて「JAPAN LEATHER 

PRIDE ブランドムービー」、一般社団法人日本皮革産業連合会様制作 DVD「皮革のできる
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まで」「鞄のできるまで」「靴のできるまで」「ベルトのできるまで」「ハンドバッグ・小物の

できるまで」をご覧いただくことができるようになった。札幌三越、うすい百貨店では 22

インチ、さらに高松三越開催以降は、より来場者の目に留まるように 50インチのディスプ

レイを設置した。 

引き続き、「日本の革の三大産地」の展示を行い、タンナー集積地「姫路・たつの」「東京」

「和歌山」を革の三大産地としてご紹介し、地域ごとになめされている革の種類や特徴をご

覧いただいたほか、「JLP ブランド紹介」も新たなデザイン什器として展示を行っており、

百貨店によって環境は異なるが、可能な限り展示を実施し、来場者に国産天然の魅力を伝え

てきた。 

また今年度は、「日本革市」委員会でご承認いただき VR動画「Make one Leather」を制

作した。撮影には、日本タンナーズ協会、所属会員の株式会社山陽様に全面的なご協力をい

ただき、工場の生産風景が 360度見渡せる VR動画を完成させた。12月に開催された東京

レザーフェアで日本語版の初披露目となり、多くのお客様に評価をいただいた。その後英語

版を制作して、クアラルンプールでも実施し、日本国内の工場で生産される天然皮革の全工

程を海外の消費者にも伝えることができた。 

 

PR施策は、新聞折込み広告、封入チラシ、実績顧客ハガキなどの紙媒体や、地元の地下

鉄、路面電車、バスなどの交通広告、百貨店内にあるデジタルサイネージ、TVCMや TV取

材など様々な PRに積極的に取り組んできた。新聞折込み広告や実績顧客ハガキの効果は高

く、例えば高松三越でのアンケート結果では、「何をご覧になって来場されましたか。」の問

いに対して、40.9％の方が新聞折込み広告と答え、32.3％の方がハガキと回答されている。 

新聞折込み広告や、封入チラシでは、新潟伊勢丹や小倉井筒屋でレザーリュックのアイテ

ム特集を行った。会場では、掲載したレザーリュックを探される方も多く、効果があったと

感じられた。 

来年度に向けては、製品のみならず、メーカー様の顔写真の掲載を進めており、メーカー

様からも快諾いただいている。 

 

海外のクアラルンプールでは紙媒体に馴染みがなく、デジタル媒体が中心との環境のた

め、デジタルサイネージや大型モニターでの動画、SNS 告知、E-MAIL 告知を中心に行っ

た。また会期中にインフルエンサー20 名を招いたレセプションを行い、インフルエンサー

の SNSによってイベント拡散を図るなど、従来にはない PRにも取り組んだ。 

国内でも、紙媒体は減少傾向にあり、縮小を打ち出している百貨店も少なくない。一方で

札幌三越では、百貨店のホームページをご覧になって来場された方が、昨年は 3.7％だった

のが、今年は 6.4％になるなど、全体からすれば僅かながらも、徐々にデジタル媒体の効果

は高まっている。今後も、ホームページや SNSでの PR強化を図っていきたい。 

日本革市ホームページの改善は進めており、平成 29年度からは、様々なタンナー様や関
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連するメーカー様を取材し、各社の魅力を伝えている。平成 30 年度までにタンナー様 17

社、メーカー様 16社を取材し、情報を掲載してきた。「日本革市」ホームページ内での閲覧

数が多いページ上位 50位のうち、27ページがタンナー様、メーカー様の取材関連のページ

となった。取材記事を掲載したことで、検索サイトでの各社の検索順位が上がり、多くの方

が「日本革市」ホームページをご覧になったことが伺える。 

 

来場者アンケートは札幌三越で 455名、うすい百貨店で 885名、高松三越で 508名、新

潟伊勢丹で 567名、阪急うめだ本店で 336名、小倉井筒屋で 387名、鶴屋百貨店で 453名、

クアラルンプール伊勢丹で 309 名の方にご協力いただき、年間 3,895 名の来場者にお答え

いただいた。クアラルンプールでは従来の紙によるアンケートではなく、QR コードを用意

し、WEBでのアンケート回収を試みている。皮革製品への興味と、SNSやWEBサイトへ

の関心度を伺った結果、現地の方の日本産天然皮革への関心の高さが伺えた。 

 

会場では、昨年度までは統一した什器での製品陳列を行っていたが、各メーカーの個性を

打ち出すためと、プロパー催事としてのイメージ確立のため、ディスプレイ用の新たな什器

を取り入れた。 

出展社数が多い高松三越、新潟伊勢丹、阪急うめだ本店では、「カジュアルゾーン」「エレ

ガンスゾーン」「シューズゾーン」と 3つのゾーンに分け、会場マップを作成し、入口付近

にパネルを設置したほか、お持ち帰り用の印刷物も用意した。立ち止まってマップを確認さ

れる方や、マップを手に取りながら会場をご覧になる方も多く、来場者に分かりやすい会場

作りを行った。 

 

うすい百貨店からは、アンケートの設問数を増やし、お住まいや、過去の訪問回数をお聞

きしている。今年度の来場者数は、札幌三越 12,756名、うすい百貨店 22,688名、高松三越

6,528名、新潟伊勢丹 8,802名、阪急うめだ本店 13,032名、小倉井筒屋 12,277名、鶴屋百

貨店 17,722名、クアラルンプール伊勢丹 6,760名と、一年間で 100,565名の方がご来場さ

れたが、各百貨店とも地元市町村からいらっしゃった方が圧倒的に多い。その一方で、高松

三越では 20％近くの方が香川県外からいらっしゃるなど、都道府県を跨ってご来場される

方も少なくない。またどの百貨店でも半数前後の方が、「初めて来た」と回答されており、

特に都市部でもある阪急うめだ本店では、60％以上の方がそのように答えている。リピータ

ーの方に支えていただいている一方で、まだまだ広がりを見せていくことを示しており、リ

ピーターの方に飽きさせない工夫と、また新たな方にも来ていただけるような、魅力ある会

場作りを心掛け、1人でも多くの方に国産天然皮革の魅力に触れていただきたい。 

また定性調査は、札幌三越 193名、うすい百貨店 384名、高松三越 172名、新潟伊勢丹

162名、阪急うめだ本店 92名、小倉井筒屋 131名、鶴屋百貨店 144名、年間 1,278名の方

にコメントをいただいた。「いろいろな革の種類が見られてよかった」「来年もやってほしい」
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など好意的な意見が多く、特に複数年継続して開催している地域では、「昨年も来た」「毎年

楽しみにしている」などのご意見をいただき、地元に定着していることが伺える。 

 

開催した百貨店アンケートからは、「これだけの規模で展開、販売できるイベントが他に

はなく、楽しみにしていただいているお客様も多い」「数少ないプロパー企画で、固定客も

ついており、楽しみにされているお客様も非常に多い」などのご意見をいただき、どの百貨

店からも高く評価されている。 

今年開催した札幌三越、うすい百貨店、高松三越、新潟伊勢丹、阪急うめだ本店、小倉井

筒屋、鶴屋百貨店から来年度開催のご要望をいただいた。加えて、大分県のトキハ百貨店、

広島県の福屋広島駅前店、静岡県の静岡伊勢丹、東京都の新宿小田急百貨店などから新たに

開催のご要望をいただいた。その中から日本革市委員会にて開催先を選定し、4月11日（木）

からトキハ百貨店、5月 22 日（水）からうすい百貨店、8月 27 日（火）から高松三越、9

月 4日（水）から新潟伊勢丹の開催が決まり、阪急うめだ本店、小倉井筒屋、鶴屋百貨店と

も開催日程の調整を行っている。うすい百貨店では引き続き 2 週間にわたり開催すること

になり、小倉井筒屋や鶴屋百貨店とも 2週間開催をお願いしている。さらに、百貨店以外の

商業施設とも開催に向けて調整を続けている。 

5 月 15 日（水）からは銀座三越での開催が決定しており、従来のブランドではなく、製

品を作るクリエーター個人に着目し、インフルエンサーと組み合わせた企画を進めている。

10組のクリエーター、インフルエンサーに参加していただき、それぞれの個性を活かした 

SNSでの情報発信や、コラボ企画、会場でのイベントを企画している。「日本革市」に新

たに参加されるクリエーターも多く含まれており、従来とは異なった角度で国産天然皮革

の魅力を伝えていきたい。 

来年度からは「日本革市」独自での SNS発信を企画しており、より多くの方にご来場い

ただき、喜んでいただける「日本革市」としていきたい。 

 

最後に、今年度ご参加いただいた出展社の皆様に感謝するとともに、これまでに中嶋委員

長をはじめとする「日本革市」委員会の皆様、大垣委員長をはじめとするブランド委員会の

皆様、日本タンナーズ協会事務局の皆様、経済産業省の皆様には多くのお時間を割いていた

だき、委員会や「日本革市」開催現場にご来訪、ご指導いただきましたことに深くお礼申し

上げます。 
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5. ブランド運営委員会 

ブランド運営委員会では、平成 29年度と同様に国産天然皮革の認知度の向上とジャパン

レザープライドタグの認知拡大を考え、日本革市専用の JLP タグを制作し、出展メーカー

協力のもと会場内の展示製品にタグの取り付けを実施。 

また、タンナー様、国産天然皮革を利用しているメーカー様の取材をさせていただき、日

本革市ホームページ内に取材内容を公開。業界内のみならず消費者への認知拡大を図った。 

 

5.1. JLPタグ配布 

 

開催地 タグ配布数 

札幌三越 1,055枚 

うすい百貨店 629枚 

高松三越 561枚 

新潟伊勢丹 603枚 

阪急うめだ本店 721枚 

小倉井筒屋 416枚 

鶴屋百貨店 308枚 

クアラルンプール伊勢丹 43枚 
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5.2. タンナー様取材 

平成 29 年度同様、国産天然皮革素材から製品製造までのメイドインジャパンの丁寧

な製造現場と技術を取材し、JLPタグのブランドイメージ向上を図る。 

 

 スケジュール 

7月 30日（月） 協会会員様へ取材先募集パンフレット発送 

8月 1日（水） 取材先募集開始、日本タンナーズ協会ホームページにて公開 

8月 31日（金） 募集締切 

9月上旬  取材先へアプローチスタート 

10月中旬  取材開始 

11月  取材内容編集作業、取材先へ記事内容ご確認 

12月  ウェブページ制作作業 

12月末  順次公開 

1月 29日（火） ブランド運営委員会にてご報告 

 

 取材内容 

・代表する製品革の紹介（JLPタグ該当革） 

・得意とする作業工程または仕上げをクローズアップして紹介 

・代表者インタビュー 

 （工房の概要、国産天然皮革の魅力、今後のブランディングの方向性） 

【撮影】 

工場制作風景／代表者および工房スタッフのポートレイト／商品 

 

 

   

  
パンフレット 
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取材日程 

 
取材先会社名 ご担当者 取材日 

1 

栃木レザー株式会社 遅澤 敦史 様 10月 16日 

株式会社 和宏 尾花 和哉 様 10月 10日 

2 

株式会社 三昌 福本 真也 様 10月 31日 

株式会社 ティックワールド 安藤 真弓 様 11月 7日 

3 

株式会社 ニッタ 新田 常博 様 10月 31日 

株式会社 ふく江 福江 光洋 様 10月 23日 

4 

松岡皮革 松岡 哲矢 様 11月 1日 

株式会社 DIECI-LABO 田村 晃輔 様 10月 25日 

5 

シンヤ工業所 徳永 憲司 様 11月 1日 

株式会社 ハートビート 中井 匡志 様 10月 22日 

6 

湯浅皮革工業所 湯浅 雅善 様 11月 1日 

株式会社 三竹産業 麻生 和彦 様 10月 25日 

7 

新敏製革所 新田 眞大 様 11月 2日 

株式会社 ディアカンパニー 八木 紀子 様 11月 8日、9日 

8 

有限会社 橋本製革所 橋本 成三 様 11月 2日 

株式会社 鞄工作社いたがき 板垣 良二 様 11月 5日 

（取材日順） 

 

  

 取材風景 
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［タンナー様紹介ページ（一覧ページ）］ 

 

 


