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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. 令和元年度事業の概要 
令和元年度においては、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、

トキハ百貨店（大分県大分市府内町 2 丁目 1 番 4 号：店舗面積 64,505 m2）、銀座三越（東

京都中央区銀座 4-6-16：店舗面積 36,000 m2）、うすい百貨店（福島県郡山市中町 13 番 1
号：店舗面積 31,500 m2）、エキュート東京（東京都千代田区丸の内 1 丁目 9-1：店舗面積

730 m2）、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）、の 9 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 
トキハ百貨店 平成 31 年 4 月 11 日（木）～4 月 16 日（火）（6 日間） 
銀座三越 令和元年 5 月 15 日（水）～5 月 20 日（月）（6 日間） 
うすい百貨店 令和元年 5 月 22 日（水）～6 月 4 日（火）（14 日間） 
エキュート東京 令和元年 7 月 16 日（火）～7 月 28 日（日）（13 日間） 
高松三越 令和元年 8 月 27 日（火）～9 月 1 日（日）（6 日間） 
新潟伊勢丹 令和元年 9 月 4 日（水）～9 月 9 日（月）（6 日間） 
阪急うめだ本店 令和元年 10 月 16 日（水）～10 月 20 日（日）（5 日間） 
小倉井筒屋 令和元年 11 月 14 日（木）～11 月 25 日（月）（12 日間） 
鶴屋百貨店 令和元年 12 月 4 日（水）～12 月 17 日（火）（14 日間） 

  



 
令和元年度 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 

-2- 

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に訴求。 

 
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 
 

 

 
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. トキハ百貨店とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：平成 31 年 4 月 11 日（木）～4 月 16 日（火）6 日間 
開催場所 ：8 階催し場（約 180 坪） 
来場者数 ：10,036 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/エールック株式会社/株式会社 KAZINO leather 

works/有限会社 清川商店/末光/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/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/レリップ株式会社（計

14 社） 
タンナー名：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 三昌/株式会社 山陽/島田製革工業所/シンヤ工業所/株式会社 スズキ/
大活工業所/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/株式会社 ニッタ/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=474） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■自由記入項目回答（抜粋） 
 日本の革製品ではなく、革そのものに産地があるのは知りませんでした。(30代 女性) 
 革に特化したイベントは初めて来場したので、楽しかった。(30代 女性) 
 革の素材によって全く異なる肌触りがとても面白かった。(30 代 女性) 
 製品に加工される前の素材等、知識が増えました。ありがとうございました。(50代 女

性) 
 日本の革製品の良さを、改めて知りました。(50代 女性) 
 長い時間迷ってこれだと思えるバッグに出会え、店員さんがとっても優しく親身になっ

てくださり、良かったです。(30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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3.2. 銀座三越とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 5 月 15 日（水）～5 月 20 日（月）6 日間 
開催場所 ：7 階催物会場（約 150 坪） 
来場者数 ：7,140 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 ：ANNAK×相澤 樹/chi.wata×朱里/ke shi ki×Saeko Sugai/GAIEDE&MO

QUIP×松島 睦/n.number×角めぐみ/numeri×原田 沙奈子/SAN HIDEAK
IMIHARA×MEGUMI/SIX COUP DE FOUDRE×西坂 晃一/TAKAKO K
ATO×道端アンジェリカ/YUHAKU×高倉 絵里（計 10 社）  

タンナー名：アークレザ―ジャパン株式会社/オールマイティ/金俊製革所/協伸株式会社/島
田製革工業所/シンヤ工業所/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/西岡製革所/株式会社 ニシノレザー/有限会社 繁栄皮革工業所/VL.
ナカシマ株式会社/株式会社 前實/松岡皮革/株式会社 マルヒラ/宮内産業株式

会社/株式会社 モリヨシ/湯浅皮革工業所/有限会社 レーデルオガワ（計 20 社） 
 

 

  
  会場風景 
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アンケート結果（n=93） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■自由記入項目回答（抜粋） 
 工場を体感することが出来、革製品への製作への思いやりを知ることが出来た。(20代 

男性) 
 革製品は好きですが、今回のイベントに参加してより一層革製品が好きになり、又、バ

ーチャルで作られる工程などが見られて楽しかったです。クリエーターの方とインフル

エンサーの方々のコラボ商品もとても素敵でした。また開催して頂きたいです。(40代 

女性) 
 革に対する新たな認識を持つことができた。(60代 女性) 
 革について理解が深まりました。(30代 性別無回答)  

■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。 



 
令和元年度 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 

-8- 

3.3. うすい百貨店とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 5 月 22 日（水）～6 月 4 日（火）14 日間 
開催場所 ：1 階中央ホール（約 30 坪） 
来場者数 ：15,401 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/株式会社 DIECI-

LABO/株式会社 dep インダストリー/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】エールック株式会社/株式会社 京でん/株式会社 Spica Products/ 
株式会社 ハートビート/株式会社 三竹産業/レリップ株式会社（計 13 社） 

タンナー名：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/坂本商店/株
式会社 山陽/島田製革工業所/シンヤ工業所/大活工業所/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/西村皮革工業所

/株式会社 ニッタ/有限会社 橋本製革所/VL.ナカシマ株式会社/株式会社 藤岡

勇吉本店/松岡皮革/株式会社 マルヒラ/森表産業有限会社/株式会社 モリヨシ/
山口産業 株式会社/湯浅皮革工業所（計 24 社） 

 

 

  
  会場風景 
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アンケート結果（n=726） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■自由記入項目回答（抜粋） 
 毎年楽しみにしている企画で、いつも購入しております。来年も来てください。(50 代 
女性) 
 日本の革は好きです。ステキなお財布に出会えました。(50代 女性) 
 昨年、財布を購入してとても良かったので、今年ものぞいてみました。メイドインジャ

パンは信頼できるので楽しみです。(50代 女性) 
 素材の良さを感じます。一生ものといった感じ。(40代 女性) 
 お話を聞いて新しいことを知ったという感じです。お話を聞きながら、品物に触れた感

じが素晴らしく良かった。触るって大事ですね。(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. エキュート東京とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 7 月 16 日（火）～7 月 28 日（日）13 日間 
開催場所 ：東京駅構内 1 階イベントスペース粋（イキスイ）（約 15 坪） 
来場者数 ：21,885 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 3 社】エールック株式会社/株式会社 京でん/株式会社 DIECI-LABO 

【後半 3 社】株式会社 喜市/有限会社 清川商店/株式会社 ポルコロッソ（計 6
社） 

タンナー名：ASAO 山本/イサム製革/浦上製革所/株式会社 金田製革所/坂本商店/島田製革

工業所/栃木レザー 株式会社/長坂染革株式会社/西村皮革工業所/松岡皮革/株
式会社 モリヨシ/山口産業 株式会社/湯浅皮革工業所（計 13 社） 

 

  

   
 会場風景 
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3.5. 高松三越とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 8 月 27 日（火）～9 月 1 日（日）6 日間 
開催場所 ：新館 5 階催物会場（約 120 坪） 
来場者数 ：6,792 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 KAZINO leather works /有限会社 清

川商店/株式会社 Spica Products/chi.wata/株式会社 ティックワールド/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 ふく江/株式会社 三竹産業/株式会社 リーブス/レリップ株式

会社（計 14 社） 
タンナー名：石井商会/株式会社 インぺックス/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 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/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/有限会社 橋本製革所/VL.ナカシマ

株式会社/株式会社 藤岡勇吉本店/松岡皮革/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 24 社） 

 

  

   
  会場風景 
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アンケート結果（n=491） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■自由記入項目回答（抜粋） 
 毎年同じ時期にこのイベントがあるので、時間があれば来るようにしています。お店の

人との会話を通じて、革について知ることができるので、勉強になります。(50代 女性) 
 日本の製品は安心感のあるつくりになっていて、とても魅力がありました。(50代 女性) 

 もっと日本産の革が普及されたらいい。(40代 女性) 

 素材、デザイン等、もっと多種類のものが見たいです。(70代以上 女性) 

 革製品の多さに圧倒されました。どこのお店も見ていて楽しかったです。良い商品を買う

ことができて満足しました。(40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. 新潟伊勢丹とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 9 月 4 日（水）～9 月 9 日（月）6 日間 
開催場所 ：7 階特設会場（約 150 坪） 
来場者数 ：6,072 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 ：有限会社 アトリエフォルマーレ/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/
株式会社 Spica Products/筒井株式会社/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 ラ・ジョイア/
株式会社 リーブス（計 14 社） 

タンナー名：イサム製革/伊藤産業株式会社/株式会社 インぺックス/浦上製革所/大圓製革産

業/カドヤ商店/金俊製革所/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/シンヤ工業所/大活工業所/栃木レザー株式会社/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/有限会社 橋本製革

所/有限会社 繁栄皮革工業所/VL.ナカシマ株式会社/株式会社 藤岡勇吉本店/
株式会社 前實/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 27 社） 
 

  

   
   

  
会場風景 
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アンケート結果（n=438） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■自由記入項目回答（抜粋） 
 革の産地の説明がとても興味深かった。(20代 女性) 

 毎回そうなのですが、革をよく知る方々からお話を伺いながら製品を見られるのでとても

楽しいです。(40代 女性) 

 素敵な商品ばかりでどれも欲しくなりました。また開催される時は来場したいです。(40代 

女性) 

 毎年楽しみにしています。手作りコーナーがあり、とても好きです。(60代 女性) 

 ものによって、いろいろ差があって、見比べることができて面白かった。(20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。 



 
令和元年度 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 

-15- 

3.7. 阪急うめだ本店とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 10 月 16 日（水）～10 月 20 日（日）5 日間 
開催場所 ：9 階催場（約 53 坪） 
来場者数 ：7,860 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 KAZINO leather works/ chi.wata/株式

会社 パーリィー/株式会社 ポルコロッソ/株式会社 三竹産業（計 6 社） 
タンナー名：株式会社 山陽/栃木レザー株式会社/有限会社 中嶋義浩製革所/有限会社 橋本

製革所/VL.ナカシマ株式会社/株式会社 藤岡勇吉本店/株式会社 マルヒラ/湯
浅皮革工業所（計 8 社） 

 

  

   
   
 

  

会場風景 
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アンケート結果（n=334） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■自由記入項目回答（抜粋） 
 様々な産地のレザーを一ヵ所で見られて、大変面白かったし、知らない産地の革を見られ

て大変満足できた。(20代 女性) 

 スタッフさんや店員さんに詳しいお話を伺えたことと、実際にいろんな皮革に触れられた

ので、良かったです。皮革の強さや特徴について知ることが出来て面白かったです。(30代 

女性) 

 来年度以降も継続してほしい。(50代 男性) 

 ワークショップの作品作りが非常に質も良く丁寧に教えていただいて大変満足です。 
 日本製の革素材の普及に熱意が感じられる。(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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3.8. 小倉井筒屋とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 11 月 14 日（木）～11 月 25 日（月）12 日間 
開催場所 ：本館 8 階 催場（約 40 坪） 
来場者数 ：23,974 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 8 社】株式会社 鞄工作社いたがき/株式会社 KAZINO leather works/株

式会社 京でん/chi.wata/筒井株式会社/株式会社 ハートビート/藤原化工株式

会社/株式会社 三竹産業 
【後半 7 社】株式会社 アトリエフォルマーレ/株式会社 Spica Products/株式

会社 DIECI-LABO/有限会社 中澤/株式会社 パイオニア/株式会社 パーリィ

ー/株式会社 ラ・ジョイア（計 15 社） 
タンナー名：イサム製革/伊藤産業株式会社/株式会社 インペックス/浦上製革所/大圓製革産

業/カドヤ商店/株式会社 金田製革所/金俊製革所/株式会社 キタヤ/株式会社 
小寺製革所/株式会社 三昌/シンヤ工業所/大活工業所/栃木レザー株式会社/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/有限会社 橋本製革

所/有限会社 繁栄皮革工業所/VL. ナカシマ 株式会社/株式会社藤岡勇吉本店/
株式会社 前實/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 27 社） 
 

  

   
   

会場風景 
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アンケート結果（n=875） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■自由記入項目回答（抜粋） 
 作っている人のこだわりを聞いて、商品を手に取ることができたので来年も見に来たいと

思います。(30代 女性) 

 革の産地までを考えたことがなかったので、知れて良かった。(40代 女性) 

 すばらしい製品を楽しみました。革のすばらしさを再確認しました。(70代以上 男性) 

 初めて来ましたが、触り心地が非常によく、またゆっくり見たいと思いました。(20代 女

性) 

 いろいろなところの産地の革製品が見られてよかった。今後も続けて開催してほしいです。

(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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3.9. 鶴屋百貨店とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和元年 12 月 4 日（水）～12 月 17 日（火）14 日間 
開催場所 ：本館 6 階 小催事場（約 25 坪） 
来場者数 ：14,748 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 6 社】株式会社 KAZINO leather works/筒井株式会社/株式会社 DIECI-

LABO/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 
【後半 6 社】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 喜市/ 
chi.wata/有限会社 中澤/株式会社 ふく江（計 12 社） 

タンナー名：ASAO 山本/イサム製革/石井商会/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 三昌/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/有限会社 中嶋義浩製革所/株式会社ニッタ/有限会社 橋本製革

所/VL. ナカシマ 株式会社/株式会社 藤岡勇吉本店/松岡皮革/株式会社 マル

ヒラ/株式会社 モリヨシ/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=717） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■自由記入項目回答（抜粋） 
 手に取って革の質や柔らかさを感じられて、とても良かったです。(50代 女性) 

 革小物づくり体験は気軽に実際に革に触れられる、とてもいい体験でした。革にはいくつ

か種類があるようなので、2種類くらいの革で小物づくりをしてみたいと思いました。(30

代 女性) 

 作り手の方が丁寧に商品説明してくれたのが良く、選択するのに助かりました。(40代 女

性) 

 革製品の知識が深まり、見る角度が変わった。(60代 女性) 

 革好きにはたまらないイベントです。また来年も来ます。(20 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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3.10. 「日本革市」ホームページ 
百貨店、メーカー、一般消費者に向けて「日本革市」プロジェクトの目的と国産皮革の

魅力を持続的に訴求するため、「日本革市」ホームページにおいて百貨店での催事開催状

況等を更新した。 
 

［トップページ］ 
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3.11. Japan Leather Pride「日本革市」facebook 構築・運用 
3.11.1. Facebook ページ運用 
今年度より国産天然皮革の魅力をさらに訴求するため、ソーシャルネットワークサービ

ス Facebook にて「Japan Leather Pride/日本革市」ページの運用を開始した。 
 

【ページ情報】 
開設  ：2019 年 4 月 11 日 
名前  ：Japan Leather Pride/日本革市 
ユーザーネーム ：@japanleatherpride 
カテゴリ ：イベント 
投稿頻度 ；週 2 回～3 回 
 
 
3.11.2. 「ページへのいいね=（ファン）」の獲得について 

Facebook ページに「いいね」をしたユーザーを「ファン」という。ファンになると、

自身のニュースフィードに投稿記事が表示されるため、ユーザーは興味がある Facebook
ページへ「いいね」をして「ファン」になる。ファン数：5,177（1 月 15 日時点） 

 

 
3.11.3. 広告配信 

Facebook ページでは 2 種類の広告を配信した。 
●日本革市開催に関する広告  ●「ページへのいいね」を増やすための広告 
 
 
 
 
 
 

▲Facebook ページトップ 

▲ファン増加グラフ 

広告一例 広告一例 
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4. 百貨店連携事業の総括 
令和元年度の「日本革市」プロジェクトは、昨年より継続のうすい百貨店、高松三越、新

潟伊勢丹、阪急うめだ本店、小倉井筒屋、鶴屋百貨店の 6 会場に加えて、新たにトキハ百貨

店、銀座三越、エキュート東京の 3 会場が加わり、全 9 会場で開催した。4 月 11 日（木）

から 6 日間開催のトキハ百貨店で始まり、その後、5 月 15 日（水）から 6 日間開催の銀座

三越、5 月 22 日（水）から 14 日間開催のうすい百貨店、7 月 16 日（火）から 13 日間開催

のエキュート東京、8 月 27 日（火）から 6 日間開催の高松三越、9 月 4 日（水）から 6 日

間開催の新潟伊勢丹、10 月 16 日（水）から 5 日間開催の阪急うめだ本店、11 月 14 日（木）

から 12 日間開催の小倉井筒屋、12 月 4 日（水）から 14 日間開催の鶴屋百貨店で開催され、

開催日数はのべ 82 日間となった。 
 
銀座三越とは平成 29 年度から調整を続け、7 階催事場の全フロアを使用して「JAPAN  

LEATHER PRIDE GINZA」として、従来のブランドではなく、クリエーター個人に着目

し、10 組のクリエーター×インフルエンサーのコラボレーションによる企画製品の制作と、

開催 PR を SNS で告知するという、新しい試みを行った。また出展社によるトークショー

やワークショップの開催のほか、パーソナルスタイリスト紙本真琴さんとタレント吉永愛

さんによるトークショー、革動物ワークショップの開催、靴磨き芸人、奥野奏さんによる靴

磨き実演を行った。各インフルエンサーやクリエーターが SNS で投稿した回数はのべ 132
回となり、これにフォロワー数を乗じた値は 2,887,363 となり、一般消費者に広く開催情報

や国産天然皮革の魅力が伝わったことを示している。また会場では実際の企画製品に使用

された皮革素材の紹介パンフレット（スワッチ）を 12 種類製作し、各 300 部ずつ用意し来

場者に配布した。 
一方で、百貨店以外の商業施設では初めてとなる、東京駅構内のエキュート東京で「日本

革市」を開催した。什器や備品の準備が必要なことや、お客様との対応などが百貨店とは異

なり、駅構内のため営業時間が長いなど開催にあたっては難しい側面もあったが、無事に開

催を終えることができた。エキュート東京でもスワッチを 6 種類各 300 部用意し、来場者

に配布している。エキュート東京には 2 万人以上が来場され、百貨店とは異なる層に日本

の革の魅力を伝えることができた。 
 
昨年度うすい百貨店で初めて試みた 2 週間開催を、小倉井筒屋、鶴屋百貨店とエキュー

ト東京でも行った。その結果、開催日数は過去最多の 82 日間となり、今年度の来場者数は、

トキハ百貨店 10,036 名、銀座三越 7,140 名、うすい百貨店 15,401 名、エキュート東京

21,885 名、高松三越 6,792 名、新潟伊勢丹 6,072 名、阪急うめだ本店 7,860 名、小倉井筒

屋 23,974 名、鶴屋百貨店 14,748 名と年間で 113,908 名の方がご来場され、昨年の 100,565
名を上回る結果となった。特に小倉井筒屋では来場者数が昨年の倍近くに増え、多くの方が

会場に足を運ばれた。2 週間開催を増やすことで、出展社にも出展の機会ができ、各百貨店
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において新たに出展した出展社も多くの実績を残し、来場者に支持されたことが伺えた。 
 
出展社は、トキハ百貨店で末光様、うすい百貨店で dep インダストリー様が初めて出展

された他、銀座三越では 8 組が新たに参加され、その後 chi.wata 様は高松三越、阪急うめ

だ本店、小倉井筒屋、鶴屋百貨店と続けて出展し、アトリエフォルマーレ様も新潟伊勢丹、

小倉井筒屋に出展された。両社とも従来の出展社とは異なる特徴を持っており、「日本革市」

の新たな魅力を引き出すことに繋げている。「日本革市」に出展した出展社は、銀座三越の

みの出展社も含めて 9 年間で 68 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、一昨年に展示した「日本の革」を含め 86 社となった。 
 
今年度も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」を引き続き行った。各会場でも足を止める来場者は多

く、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い

た。「日本の革の三大産地」は展示する皮革素材をパネルデザインとともに一新して、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。引き続き、「JLP ブランド紹介」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

皮革の魅力を伝えてきた。 
今年度は「JAPAN LEATHER PRIDE ブランドムービー」を新たに制作し、各百貨店に

合わせた告知映像と組み合わせて、会場内のデジタルサイネージにて放映した。撮影に際し

ては、株式会社山陽様、有限会社大昌様のご協力をいただいた。 
昨年度制作した VR 動画「Make one Leather」は銀座三越で放映し、会期中 66 名の方が

視聴され、来場者に高評価をいただき、「VR 動画を見て、工場の様子などを初めて知るこ

とが出来ました。革を扱う仕事をしている友人にも見せたかったです。」（20 代女性）「VR
はよく革のことがわかってよかった。」（40 代男性）などのお言葉をいただいた。 
 

PR 施策は、従来の新聞折込み広告、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。今年度は、来場者にとっての安心感と親しみやすさにつ

ながることから、多くの媒体に出展社の方の顔写真を掲載した。さらに銀座三越でのインフ

ルエンサーによる SNS に加え、高松三越、新潟伊勢丹、小倉井筒屋、鶴屋百貨店では令和

インフルエンサー企画との連携により、インフルエンサーによる Instagram を中心とした

開催告知を行っている。 
4 月 11 日より「Japan Leather Pride/日本革市」Facebook ページを立ち上げた。日本革

市開催期間は開催告知、出展社紹介、開催風景の紹介を行い、その他の期間には日本革市サ

イト内のタンナー様・メーカー様取材記事や、VR 動画「Make One Leather」、革の三大産
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地の紹介、革きゅん Facebook 投稿記事のシェアを行っており、週 2～3 回の投稿を続けた

結果、12 月 26 日にファン数 5,000 人を突破した。令和 2 年度にはファン数 1 万人を超え

ることを目標としており、日本革市サイトのコンテンツ充実を図るとともに、デジタル媒体

の強化を進めていきたい。 
紙媒体は引き続き減少傾向にあり、縮小を打ち出している百貨店も少なくないが、日本革

市来場者に対しては、新聞折込みチラシや実績顧客ハガキなどの紙媒体は圧倒的に効果が

あることから、開催期間の調整においては、新聞折込みチラシが発行される週や、その他の

PR 施策が充実している期間を優先的に進めている。 
 
今年度も一部の開催百貨店では各出展社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ている。またスマートフォ

ンやタブレット端末普及によるライフスタイルの変化により、両手を空けることができる

リュックサックやショルダーバッグに関心が高まっていることから、テーマセレクション

ゾーンを設け、それらを集中的に展示することで、来場者に比較検討しやすい環境を整えた。

出展社数が多いトキハ百貨店、高松三越、新潟伊勢丹では、「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、会場マップを入口付近に設置するこ

とで、来場者に分かりやすい会場作りを行った。 
今年度は 3 種類の JLP ロゴ入り PR 袋を製作し、銀座三越以降の開催百貨店で 4,334 枚

提供した。「大、中、小と 3 種類あり良かった。お客様がお持ちだと目立って PR になった

かと思う。」（鶴屋百貨店様）「お客様に好評だった。」（出展社様）など、各方面から高評価

をいただいた。 
 
今年度もご来場の方にアンケートの協力をいただいており、トキハ百貨店で 474 名、銀

座三越で 93 名、うすい百貨店で 726 名、高松三越で 491 名、新潟伊勢丹で 438 名、阪急

うめだ本店で 334 名、小倉井筒屋で 875 名、鶴屋百貨店で 717 名、年間で 4,148 名の方に

お答えいただいた。 
「今年初めて来た」と答えられた方は複数回開催している百貨店でも多く、6 回目の開催

となる高松三越でも 42.8％、新潟伊勢丹で 53.2％となり、9 回目の開催となる都市部の阪

急うめだ本店では 62.3％にも上る。2 週間開催を行った百貨店では後半に初めて来た方の

割合が増える傾向にあり、うすい百貨店では前半 31.3％だったのが後半は 40.0％となり、

鶴屋百貨店では前半 49.8％だったのが、後半は 52.0％と増えている。一方で小倉井筒屋で

は前半 63.4％が後半も 63.0％とほぼ変わらない数値になっているが、これは井筒屋ハウス

カードのポイントアップ施策の日数は後半の方が多かったためと思われる。このことから、

複数回開催している百貨店でも、百貨店の環境や併催催事、動員施策によってはまだまだ新

規の方に来場していただける可能性があると考えられる。 
その一方で、定性調査によると、複数回開催している百貨店では「毎年楽しみにしていま
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す。また来ます。」（40 代女性）や「来年も楽しみにしています。」（60 代男性）などのお言

葉をいただいており、リピーターの方が定着していることが伺える。また、初開催のトキハ

百貨店では「このようなイベントは今まであまりなかったように思います。また行ってほし

いです。」（50 代女性）や、「通常の百貨店ではみかけないようなメーカーの製品を見ること

ができて良かったです。」（20 代男性）などのご意見があり、来年度以降もこのような方々

に働きかけ、来場を促すことが重要だと考えられる。 
百貨店担当者のアンケートからは、「これほど、革に対して関心をお持ちのお客様がいら

っしゃることにとても嬉しく、現状欠落していることも改めて感じました。」（トキハ百貨店

様）「他の催事にはない独自のテーマ性を持った催事であり他に代わるものが無い」（高松三

越様）「井筒屋の名物催事として、北九州のお客様に定着しました。例年、開催後も次回い

つあるか非常に多くのご要望を頂いています。お客様のご期待に添えるよう是非次年度も

開催したく思います。」（小倉井筒屋様）などのコメントをいただいた。また「来年度以降も

「日本革市」の開催を希望されますか。」の問いに対しては、ほとんどの百貨店担当者から

「是非開催したい」との要望をいただいており、令和 2 年度に向けて各百貨店と開催の調

整を行っている。 
このように、日本革市は各方面において好評を博しており、ブランドイメージも年々成熟

していることから、来場者、百貨店担当者、出展社からは継続しての開催を強く望まれてい

る。 
 
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運営委員

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、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、出展メーカー協力のもと会場内の展示製品に日本革市専用 JLP タグの

取り付けを実施した。 
また、JLP ロゴ入り PR 袋（紙袋）の製作、皮から革そして革製品へと生まれ変わる過程

を映像化した JLP 動画を制作し、「日本革市」開催百貨店で活用することで「日本産革」の

ブランド強化を図るとともに、JLP マークとブランディングの醸成を図り JLP ブランドの

PR を実施した。 
 

5.1. JLP タグ配布 
開催地 タグ配布数 

トキハ百貨店～鶴屋百貨店（計 9 回） 4,723 枚 
 

 
 

5.2. JLP ロゴ入り袋の提供 

開催地 
提供数 

大 中 小 
銀座三越～鶴屋百貨店（計 8 回） 850 枚 1,266 枚 2,218 枚 
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5.3. JLP 動画 
 

［ジャパンレザープライド映像（一部抜粋）］ 
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