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1. 事業の目的 

 

ソーシャルネットワーキングサービス（※以下、SNS という）などで多くのフォロワー

を持つインフルエンサーを起用し、ファッションへの感度の高い一般消費者に向けて、一般

社団法人 日本タンナーズ協会様が既に実施している日本産革の普及事業や日本の製革業

界の認知度及びイメージをより一層高めること。 

 

2. 令和元年度事業の概要 

令和元年度においては、以下の 4つの企画を基軸に行った。 

 

2.1. 「日本革市」タイアップ企画 

「日本革市」開催会場エリアにて活動しているインフルエンサーが、開催情報を SNSに

よって一般消費者へ拡散し会場への来場を促す。 

 

（１） 高松三越 

Aoi Yamanoueさん（＠aoinoue_y）フォロワー10,000人 

   

 

（２） 新潟伊勢丹 

今井美穂さん（＠imaimiho1209）フォロワー8,197人 

   

 

▲Instagram 画面 

▲Instagram 画面 
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TSUNEIさん（＠tsunei_neitsu）フォロワー3,461人 

   

 

 

（３） 小倉井筒屋 

伊藤貴美子さん（＠kimiko_ito_）    AKIさん（＠aki_dosu） 

フォロワー2,547人     フォロワー6,642人 

   

 

 

澤田あすかさん（＠piyostagramer） 

フォロワー1,693人 

 

  ▲Instagram 画面 

▲Instagram 画面 

▲Instagram 画面 ▲Instagram 画面 
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（４） 鶴屋百貨店 

島田美舞さん（＠mibuki__.39）     松岡みずきさん（＠mzk_18） 

フォロワー20,100人      フォロワー1,463人 

    

 

柏木美智子さん（＠michiko_cge） 

フォロワー3,964人 

 

 

 

2.2. 革きゅんタイアップ企画 

東京ガールズコレクションに参加するインフルエンサー（高校生～20 代前半の女性に支

持されている方）を中心に起用し、革製品を身に着けた写真を投稿。また、ストーリー投稿

にて革きゅんサイト「革ガールスナップ」への流入を促したことでターゲット層への継続的

な誘引を図った。 

 

青島妃菜さん（@lespros_aoshima） 

フォロワー35,282人 

   

 

 

 

▲ストーリー投稿 ▲Instagram 画面 

▲Instagram 画面 

▲Instagram 画面 

▲Instagram 画面 
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菊池せいらさん（@seira_sw）  久保乃々花さん（@kubonono_gram） 

フォロワー37,786人   フォロワー34,408人 

   

 

 

花柳のぞみさん（@nonchan_1207） 西谷菜々さん（@nana_nishitani） 

フォロワー22,860   人フォロワー22,370人 

   

 

 

 

2.3. ファッション感度の高い層に向けたタイアップ企画 A/B 

ファッション感度の高い層に向けたタイアップ企画においてはインフルエンサーがタン

ナー様工場へ訪問し、革の基礎的な知識を学び、鞣しから製品までの工程を見学。さらに、

タンナー様によって鞣された革がクリエイターによって製品になるまでの過程を体験。そ

の様子を SNSを通じて一般消費者へ発信し、国産天然皮革の魅力を訴求。 

 

2.3.1. 企画 A 

「日本革市」出展メーカー様、タンナー様、インフルエンサー、タイアップ企画。「日本

革市」JAPAN LEATHER PRIDE GINZA 出展社の中で、最も集客力のあるメーカー様と

タンナー様、インフルエンサーとの素材から製品化までの取材・発信。 

 

タンナー メーカー インフルエンサー 

栃木レザー株式会社 株式会社 三竹産業 高倉絵理 

（敬称略） 

 

▲ストーリー投稿 ▲Instagram 画面 ▲ストーリー投稿 ▲Instagram 画面 

▲ストーリー投稿 ▲Instagram 画面 ▲ストーリー投稿 ▲Instagram 画面 
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高倉絵理さん（@eri_t28）フォロワー 135,000人 

 

 

2.3.2. 企画 B 

Japan Leather Award グランプリスト、タンナー様、インフルエンサータイアップ企画。

インフルエンサーmiho さんには株式会社 モリヨシ様にて工場を見学していただいた後、

tokyotoff.大河さんのアトリエにて株式会社モリヨシ様の革を利用したバッグづくりのワー

クショップを実施。 

インフルエンサー3名（あやなさん、宮田綾子さん、Yamaguchi Yokaさん）は、tokyotoff.

大河さんアトリエにてモリヨシ様の革を使用したポーチづくりのワークショップを実施。 

インフルエンサー4 名にその様子を SNS にて発信していただき、国産天然皮革及び製革

業界の認知度向上を図った。 

タンナー 
Japan Leather Award 

過去グランプリスト 
インフルエンサー 

株式会社 モリヨシ tokyotoff.大河なぎさ 
miho、あやな、宮田綾子、

Yamaguchi Yoka 

（敬称略） 

mihoさん（@miho.a.nico）Instagramフォロワー 100,000人 

 

 

 

  

▲Instagram 画面 
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あやなさん（＠arsk729）   宮田綾子さん（＠ayako__miyata） 

フォロワー43,000人   フォロワー93,000人 

  

 

 

Yamaguchi Yokaさん（＠yoka1124）フォロワー22,000人 

 

 

 

2.3.3. 「日本革市」Webサイトへ掲載 

 

 

トップページのバナーよりそれぞれご覧いただけます 

（左・モリヨシ様取材の様子、右・栃木レザー様取材の様子） 

▲Instagram 画面 ▲Instagram 画面 

▲Instagram 画面 
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3. タンナー・メーカー取材 

タンナー様、国産天然皮革を使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。 

 

取材日程 

取材日 取材先会社名 ご担当者 

7月 16日 有限会社 中澤 中澤 恒夫 

7月 23日 株式会社 リーブス 葉山 盛一 

7月 24日 株式会社 キタヤ 吉田 健男 

7月 24日 株式会社 マルヒラ 椋 亮 

9月 9日 株式会社 京でん 竜田 昌雄 

9月 9日 藤原化工株式会社 藤原 崇晃 

9月 10日 坂本商店 坂本 弘 

9月 10日 株式会社 前實 前田 大伸 

9月 19日 株式会社 Spica Products 伊藤 由紀子 

9月 20日 chi.wata 千綿 雅人 

（取材日順）（敬称略） 

 

4. インフルエンサー事業の総括 

令和元年度「インフルエンサーPR委託業務」プロジェクトは、次世代 PR活動の試験的

な取組として実施した。既存の日本タンナーズ協会様の事業活動との連携によるコンテン

ツ開発と、インフルエンサーとのコラボという既存メディアとは異なるチャネルを活用し

た PR により、国産天然皮革の更なる認知拡大と新たなファン創造を目的として取り組ん

だ。 

 

日本タンナーズ協会様の活動において主要イベントである日本革市では、国産天然皮革

を PRする手段として、平成 23年度スタート以降、①百貨店というリアルの場の活用、②

web ページ上での事業者コンテンツ制作の両面の拡充を一貫して進めることで着実に認知

を広げ、百貨店から多数の開催申し入れをいただき、日本革市として開催店舗の優先順位を

決めるまでにその評価は高まっている。 

 

ITの革新が社会現象となる中、一般消費者にアプローチする PR活動に於いても ITの更

なる活用が迫られる段階に入ってきた。一つの転機となった 2019年 1月のクアラルンプー
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ル開催では、デジタル化が先行する東南アジア市場に於いて紙媒体を使わないデジタル発

信とインフルエンサー活用による PRを初めて導入。更に令和元年度 5 月の銀座三越では、

インフルエンサーとのコラボが開催条件にも繋がっている。 

 

一般消費者と生産者を繋ぐ接点が、リアルの現場一辺倒からヴァーチャル空間にまで広

がり、消費者にとって選択肢が増える中、その対応に後れを取っている百貨店等既存大手小

売店は売上の低迷が続いている。スタジオ、クルー、機材装置、編集に時間と人的コストを

掛ける既存メディアの活用に代わり、すべてにロスの少ない SNS活用が社会全体で進む状

況下、大都市やターミナル等往来客の多い店舗を中心に、集客や PR の手段を SNSへ求め

る傾向が加速、その流れは地方の有力店舗にまで及び始めている。 

 

そうした状況を踏まえ、今後はHP上での静的コンテンツに対し、本企画の中で実施した

ようなインフルエンサーのタンナー様訪問、メーカー様訪問、ワークショップ体験を記事化。

インフルエンサーに紐付く新たな消費者層へのアプローチと HP への動的要素を新たに加

えていくことが PRにつながる。それは日本革市 Facebookや革きゅん Facebookにも連動

することが出来るため、今後も継続する中でより多くの消費者に多面的に情報展開するこ

とが期待できる。 

 

■「日本革市」タイアップ企画 

共同ピーアール株式会社のネットワークを活用し、日本革市が開催される各地域で活躍

する女性インスタグラマーや地元メディアを活用した PRを行った。地域密着を標榜する店

舗が多い中、地域に親和性の高い「マイクロインフルエンサー（フォロワー数 1 万～10 万

人）」「ナノインフルエンサー（フォロワー数千人～1万人）」とコラボ。「日本革市」の開催

事前告知、現場取材の発信等を行った。 

・高松三越 Aoi Yamanoue さん 

・新潟三越 今井美穂さん、TSUNEIさん 

・小倉井筒屋 伊藤貴美子さん、AKIさん、澤田あすかさん 

・鶴屋百貨店 島田美舞さん、松岡みずきさん、柏木美智子さん 

また、小倉井筒屋では、共同ピーアール株式会社独自のインターネット情報サイトで日本

革市の PRを行った。 

 

■革きゅんタイアップ企画 

株式会社エイ出版との協業により『東京ガールズコレクション等』に関わり、ファッショ

ンやトレンドに関心の高いフォロワーを有する女性インスタグラマーを登用し、発信した 

・青島妃菜さん 

・久保乃々花さん 



 

 
令和元年度 特別対策自主事業（インフルエンサーPR） 報告書 

-9- 

・菊池せいらさん 

・西谷奈々さん 

・花柳のぞみさん 

 

■企画 A(三竹産業様×栃木レザー様×インフルエンサー 高倉絵理さん) 

■企画 B（Japan Leather Awardグランプリスト 大河なぎさ様×モリヨシ様×インフルエ

ンサー） 

企画 A および銀座三越での日本革市開催の際、インフルエンサーとしてコラボした高倉

絵理さんが運営するキャスティング会社 株式会社 BYNE との協業により、タンナー様や

製作現場、ワークショップ体験などを通し現場の臨場感を伝えた。 

〈ワークショップ参加〉 

・mihoさん 

・あやなさん 

・Yamaguchi Yokaさん 

・宮田綾子さん 

 

■コメントについて 

投稿に対して Instagram ユーザーのリアクションは「いいね」だけでなく「日本の革に

興味を持ちました     ありがとうございます✨」「私も長く使える革のバッグ欲しいな〜✨」

「レザーの工場が有るんですか？知りませんでした。」「工場見学すると革製品にもより愛

着が湧きますね      ‼️」「使えば使うほど革の柔らかさや質感が良くなりますよね〜✨」「お

店で買うのも良いけど    自分で作った物は愛着湧きますよね〜                 」等のコメントを

いただいた。 

コメント数 

日本革市タイアップ企画（23投稿） ：105件 

革きゅんタイアップ企画（5投稿） ：118件 

企画 A/B（15投稿） ：376件 

合計 ：599件 

 

 

今後の課題 

IT 戦略という未来型の仕組みに於いては、コンテンツ開発と、頻度高く有意義な情報発

信を継続して行うことが消費者と日本革市を繋ぐ重要な手段であることは、これまでと何

ら変わりがなく、引き続き地道な積み上げと繰り返しを継続する中で、認知拡大とファン層

拡大を進める必要があると考えている。 
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中でも、ヴァーチャル戦略に於いては、リアル空間にはないコンテンツの豊かさ、情報量

の多さが生命線のため、鮮度高い有益な情報の継続的開発と定期的発信が最重点課題であ

る。 

 

コンテンツ発信に於いては、「人」の関りが不可欠で、今まで以上に重要性は高まると思

われる。その中で、「インスタグラマー」等、発信力のあるインフルエンサーとのコラボは、

当面欠かすことのできない戦略の一つと考えられる。 

 

一方で、インフルエンサーとのコラボの場合、リスクや懸念材料があることも留めておく

必要がある。例えばフォロワ―視点では、インフルエンサーのキャラクターと皮革との親和

性は不可知であり、そのコラボがフォロワーにとって必ずしも歓迎されるものとは限らな

い点が考えられる。また、インフルエンサーの日頃の活動の細部にまで注視できない為、皮

革産業以外での発信での炎上等がもとで、皮革のイメージを損なう可能性もあらかじめ想

定しなければならない。 

このような懸念はあるものの、時代性や消費者の情報収集の手段に沿うカタチでの PR活

動は必要不可欠であると考えられる。 

 

また、「PR」と「集客」の違いについても触れる必要がある。単なる PRを企図する場合、

フォロワーが多いインフルエンサーとのコラボが有効のように思われるものの、「PR」と「集

客」は異質のものであり、集客力をもつためには、地道な認知拡大やファン層拡大の礎の上

に、別次元の戦略を構築する必要がある。集客力を高めるためには、フォロワーがメリット

を感じるコンテンツ開発とその定期的な更新を続ける等、時間を掛けて組む覚悟が必要で、

その実現のためには、タンナー様の更なるご理解とご協力体制が不可避である。 

 

また動的発信を Facebookや Instagramはもとより、他の SNS等も使ったオムニチャネ

ル活用もなくてはならない手段と思われる。 

 

スマホの普及率の更なる増加に加え、データ通信速度が飛躍的に高まる状況にある中、産

業やアイテムを問わず、消費者と生産者によるサイバー空間を活用したインタラクティブ

な交流が加速度的に進むと考えられる。今後消費者は、リアルな店舗を今まで以上に大切に

するだけでなく、出会いや気付きも含めた価値入手の場としてサイバー空間への期待を高

めていくものと考えられる。リアルの場とサイバー空間の両面で、高い価値を感じるコンテ

ンツを開発・提供・発信するとともに、顧客接点の場の創造をしていくことが価値創造であ

り、延いては国産天然皮革の拡大に繋がると考える。 


