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１．調査目的
現在の市場における日本産革の需要拡大とその可能性を高めるために、日本産革使用の可能性についての深掘

り調査を実施し、日本国内における着実な需要を獲得すべく、今後の日本産革を活用した革製品の新たなビジネ
スモデルの可能性を探ることを目的とする。その目的に対する調査として、
①革製品を展開している日本の靴・履物企業、鞄・袋物企業、アパレル企業、インテリア企業、手袋企業、小売

企業などを対象としたアンケート調査の実施
②上記、アンケート調査対象となる業界から有力企業へのヒアリング調査の実施
③革及び革製品に対するユーザーアンケート調査の実施

の3調査結果から、日本市場の実態を分析・確認、今後、日本のタンナーにとって日本革がどの程度の可能性があ
るのか等をまとめ、レポートする。

２．調査期間
2021年5月1日～2022年3月15日

3．調査担当
クルーシャルモーメント株式会社

調査要項・目的
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1．企業アンケート調査結果
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調査概要
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■企業アンケート調査要項

調査期間:2021年9月10日～10月11日

調査対象企業:全756社
靴・履物メーカー・卸・小売/鞄・袋物メーカー・卸・小売/アパレルメーカー・卸・小売/手袋メーカー・卸/インテリ
ア製品メーカー・卸/スポーツメーカー・小売/百貨店など

アンケート発送数:756社
回収率:17.1％（129社）

うち、皮革製品を扱っている企業数
は105社（扱い数微量の企業は
除く）となった。



1．回答企業における革製品展開比率
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回答企業129社に対し、展開している製品のうち、革製品の比率について回答してもらった。そのうち、革製品を
扱っていない企業が24社あり、全体の18.6％となった。少しでも革製品を扱っている企業が全体の80％強あった
ことになる。その比率の内訳けをみても大きな偏りはなく、＜80-99％＞の比率となる企業が最も高いシェアとなった。



1．回答企業における革製品展開比率
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業界別の傾向としては、革製品扱い比率の高い企業が多くなったのは「靴・履物」企業である。また＜扱っていない
＞企業の比率が最も低くなったのは「鞄・袋物」企業であり、大部分の企業において革製品を扱っていることがわかる。
「手袋」企業においても＜扱っていない＞企業が少ないことも表われている。



2．近年の革製品扱いの増減について
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革製品の扱いがある全105社に対し、近年の革製品の扱いの増
減について確認した結果、＜変わらない＞の回答率が半数強の
51.4％となり、＜減少＞傾向が40.0％という結果となった。＜
増加＞企業は全体の8.6％に止まった。

○それぞれの理由
（増加）
トライカテゴリーとして設定したため

（減少）
ユーザーが革にこだわりが無くなってきた。機能性を優先する。
コスト、ニーズの無さ
全体的なプライスダウン傾向のため
価格、歩止まり
売り上げ減少のため
革製品需要の減少
軽さを求められている
他の素材に比べ割高である
コロナ禍による在宅勤務の増加。勤務時の服装のカジュアル化。
年々革製品の要望が減少している
高額である。暖冬が続いている。
軽量を求められているため
ニットスニーカーやレイン対応商品が増えた為

（変わらない）
天然皮革にこだわっているから
価格
メインの商品が天然皮革と合成皮革とのコンビである為
天然皮革を売りにしているので
革製品の方が需要が多いから
新製品で採用が無いため
大きなアイテムでの構成が変わらない



2．近年の革製品扱いの増減について
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業界別の傾向としては、「手袋」企業は回答企業6社全てが＜減少＞と回答した結果が目立っているが、その他の
業界においては＜減少＞企業は50％以下に止まっている。「手袋」業界を除けば＜増加＞もしくは＜変わらない＞
企業の方が僅かに高い結果となっている。



3．革素材の調達先について
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105社の革調達先としては、＜タンナー直＞だけの企業は9.5％に止まっている。一方で＜問屋・仲介業者＞だけ
の調達は56.2％という結果となった。一部でも＜タンナー直＞から調達している企業としては＜タンナー直+問屋＞
と＜タンナー直+問屋+ｸﾗｲｱﾝﾄ指定業者＞のシェアを合わせて21.9％という結果となった。革素材の調達を＜タン
ナー直＞で行なっている企業は全体の5分の1程度となっている。逆に一部でも＜問屋・仲介業者＞から調達してい
る企業は全体の72.4％となっている。

（その他の回答）

・製品化されたものを購入している
・工場に一任している
・生産委託先が調達する



3．革素材の調達先について
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革調達先を業界別に見ると、「靴・履物」業界において
も＜タンナー直＞のみで調達している企業は7.9％に
なっており、 ＜タンナー直+問屋＞との回答率を合わせ
ても26.3％に止まった。イメージよりも低い結果である。

また「鞄・袋物」企業においては、＜タンナー直＞のみで
調達している企業は7.3％、＜タンナー直+問屋＞＜タ
ンナー直+問屋+ｸﾗｲｱﾝﾄ指定業者＞の回答率を合わせ
て19.5％という結果となっている。

また次頁になるが、「アパレル」企業や「小売」企業は＜
タンナー直＞と回答した企業は皆無となったように、革製
品の扱いの小ささ、関心度の低さが顕著に表われた。

逆に母数が小さいが「インテリア」企業は、5社中2社
が＜タンナー直＞のみと回答、また「手袋」企業も＜タン
ナー直＞と＜タンナー直+問屋＞の回答を合わせると6
社中2社が回答していることは、これらの業界においては
革に対する関心度の高さや、革製品がまだ主力製品の
1つであることを表しているといえる。



3．革素材の調達先について
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4．日本革の扱いについて
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革製品を扱っている105社のうち、日本革の扱いに関しては、＜扱っている＞企業は全体の69.5％、＜扱って
いない＞企業は25.7％という結果となった。



4．日本革の扱いについて
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業界別に見ると、日本革の扱いに関しては、「手袋」企業では100％の企業が＜扱っている＞と回答、また「鞄・袋
物」企業が77.5％、「小売」企業（7社中靴製品販売企業が3社）が85.7％という高い回答率となった。逆に
「アパレル」企業は33.3％とやや低い結果となっている。



4．日本革の扱いについて
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「日本革」の扱い比率を確認した結果、＜100％＞という回答が全体の5.7％となり、最も回答率が高くなったの
は＜50-79％＞の16.2％という結果となった。また＜扱っていない＞理由として、＜製品を海外で生産のため＞
＜価格面の問題＞＜日本産に拘る理由がない・価値を感じない＞などの回答が挙げられている。

○扱っていない理由

・生産（商品）が海外なため
・値段が高い(多数）
・吟が弱い（牛については）
・そこまでの価値を感じない為
・日本産革を採用するメリットがない為
・供給量と材質
・メーカーが海外産を使用している為
・中国工場に生産を委託しており、材料調達も任せているため
・価格とクオリティーや風合いがマッチしていない
・高額。現地で調達した方が生産がスムーズに進む。
・ヨーロッパが多い為
・価格面、調達先の状況などから
・取引しているタンナーが海外の皮革のみを取り扱っているため
・日本皮革にピンポイントで拘るニーズがないに等しい
・海外の工場に外注しているため海外の方が調達しやすい



4．日本革の扱いについて

18

「靴・履物」企業においては、日本革の使用率が＜
50％以上＞の企業が39.4％となり、日本革を扱って
いる企業の70％程度を占めている。一方で「鞄・袋
物」企業においては、日本革の使用率＜50％以上＞
の企業は35.0％となり、日本革を扱っている企業の
45％程度という結果となった。

「靴・履物」企業においては、日本革を扱う企業は使う
比率も高い企業が多く、「鞄・袋物」企業では、日本革
以外も幅広く扱っている企業が多いということがわかる。

次頁のグラフでは、回答企業の母数は少ないが、「イ
ンテリア」企業の回答として、日本革を使用している企
業はかなり日本革使用率が高い企業が多いことがわ
かる。

その他、「アパレル」企業も日本革を使う企業は、日本
革にそれなりのこだわりを持っていることが窺える点や、
「手袋」企業は比較的日本革も含めて海外革なども幅
広く使っていることがわかる。



4．日本革の扱いについて
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4．日本革の扱いについて
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「日本革」の扱いがある73社に対し、近年の日本革の扱い状況について確認した。以下がその結果であるが、＜
減少＞と＜変わらない＞が同率の38.4％という結果となった。また＜増加＞は16.4％となり、その理由の中に＜
栃木レザーや神戸レザーなど、国内の皮革のブランディングが消費者に定着してきたため＞という意見もあり、日本
革を訴求するタイミングが見えてきた感じがある。

（増えている理由）
・海外産の輸入が滞っている

・単価面

（減少している理由）
・主にパンプスに使用しているが、コロナ禍はパンプス販売が低迷
・高級な素材が少ない
・売り上げ減少のため
・海外製の比率が増えたため。国産の量は変動していない。
・国内での製造原価が合わなくなってきている為
・海外産の比率が高まっている為
・高額である。製品製造者の減少。
・中国製品の扱いが増えている為
・良い革が少ない

・栃木レザーや神戸レザーなど国内の皮革のブランディングが消費者に
　定着してきた為



4．日本革の扱いについて
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「日本革」の扱いがある73社を業界別に近年の扱いの増減を確認した。その結果、＜増加＞と回答しているのは
「靴・履物」企業の17.4％、「鞄・袋物」企業の22.6％、「小売」企業（靴販売業）の14.3％となった。逆に＜減
少＞の回答率が高くなったのは「手袋」企業で6社中5社が＜減少＞と回答している。また「靴・履物」企業の＜減
少＞の回答率が47.8％と高めである点は懸念材料といえる。



4．日本革の扱いについて
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「日本革」の扱いがない27社に対し、今後日本革を扱い予定があるかを確認した。その結果、全体の14.8％が＜
ある＞と回答。回答を得られた業界の中では「靴・履物」企業と「鞄・袋物」企業がそれぞれ15.4％、22.2％という
回答率となった。



5．天然革の調達国について
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104社の革の調達国に関しては、＜イタリア＞が45.2％でトップ、次いで＜中国＞が38.5％、＜日本＞が
33.7％となった。＜ASEAN諸国＞や＜西アジア諸国＞からの調達も増えている。



5．天然革の調達国について
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次に調達国1位の国を集計した結果、105社全体集計においては、＜イタリア＞が21.0％でトップ、＜日本＞が
19.0％で次位、次いで＜中国＞の17.1％となった。「靴・履物」企業では＜日本＞と＜中国＞がともに26.3％で
トップ、「鞄・袋物」企業においては＜イタリア＞が30.0％と断然のトップとなっている。



5．天然革の調達国について
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業界別に調達国をみていくと、「靴・履物」企業では、＜中国＞が52.6％と圧倒的なトップとなった。次いで＜日本
＞で34.2％、＜イタリア＞が31.6％で次いだ。「鞄・袋物」企業では＜イタリア＞が60.0％とこちらも高い回答率
となった。次位はこちらも＜日本＞で40.0％、3位には＜西アジア諸国＞で32.5％という結果となった。



5．天然革の調達国について
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「アパレル」「インテリア」「手袋」の各企業の集計では、サンプル数が少ないため、参考として扱うが、「インテリア」企業
においては＜イタリア＞と並んで＜ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ＞がトップとなり、「手袋」企業では＜日本＞と並んで＜西
アジア諸国＞がトップとなっている点が特徴的である。



5．天然革の調達国について
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革の調達国としてあげられている理由を確認した。イタリアを挙げた理由としては＜仕上げ＞に関する理由が多く挙げ
られた。また意外に＜価格が安い＞という理由も複数挙がっている。スペインもほぼ同じ回答傾向で、＜仕上げ＞や
＜環境対応＞などと共に＜価格が安い＞という理由も挙がっている。

＜その他の内容＞
・ブランド力がある
・発色が良い
・クオリティの良さ
・作る商品に適している
・クライアントの指定

＜その他の内容＞
・発色が良い

＜社＞ ＜社＞



5．天然革の調達国について
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＜その他の内容＞
・流通量が多い、リーズナブル
・作る商品に適している
・タンナーが取り扱っている

アメリカ・カナダを挙げている理由としては、まず＜価格が安い＞が挙げられ、次いで＜仕上げ＞に関する理由が挙げ
られている他、その他理由として＜流通量が多い＞＜作る商品に適している＞なども挙げられている。またドイツは＜
仕上げ＞に関する理由や＜不良品やＢ品が少ない＞という理由が挙げられている。

＜社＞ ＜社＞



5．天然革の調達国について
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日本を挙げている理由としては、＜小ロット発注が出来る＞＜不良品やB品が少ない＞＜納期が守られる＞といった
ビジネス面での評価が高くなっている。一方の中国は圧倒的に＜価格が安い＞という理由が挙げられている。また＜
小ロット発注が出来る＞や＜生産地からの素材調達が基本＞という理由も多く挙がっている。

＜その他の内容＞
・取引先の指定

＜その他の内容＞
・取引先の指定

＜社＞ ＜社＞



5．天然革の調達国について
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ASEANを挙げている理由も＜価格が安い＞が圧倒的に多くなっているが、＜納期が守られる＞の理由も挙げられ
ている点は注目される。また西アジア諸国も＜価格が安い＞が多くなっているが、こちらは＜その国でしか対応出来な
い仕上げがある＞が挙がっている点に注目できる。

＜その他の内容＞
・取引先の指定

＜その他の内容＞
・作る商品に適している
・取引先の指定

＜社＞ ＜社＞



5．天然革の調達国について

31

オーストラリア・ニュージーランドを挙げている理由としては＜価格が安い＞の他、＜⾧年の取引＞や＜取引先の指
定＞が挙がっているように、指定するメーカーが比較的多いことがわかる。中南米諸国を挙げている理由としては＜
価格が安い＞＜仕上がりが良い＞＜クロムフリー仕上げを得意としている＞などが挙げられている。

＜その他の内容＞
・⾧年の取引
・取引先の指定
・流通量が多く、リーズナブル

＜社＞ ＜社＞



6．天然革を選ぶ重視点について
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革製品の扱いがある全105社に対し、天然革を選んでいる理由を確認した。回答方法として理由を1位から5位ま
で選択してもらい、右の加点換算で集計した。その結果、＜価格＞と＜風合い＞がほぼ並んで上位となった。次い
で＜色合い＞＜高級感＞＜耐久性＞となっている。

※優先順位で選択してもらい、以下
の順位の加算方式で点数化している。

1位＝5点
2位=4点
3位=3点
4位=2点
5位=1点

＜点＞



6．天然革を選ぶ重視点について
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業界別にみてもほぼ同じ回答傾向であるが、＜風合い＞が＜価格＞を上回っている
業界としては「手袋」「小売」業界となっている。また「アパレル」や「小売」業界では＜高
級感・グレード＞がやや高い数値となっている点などが特徴的である。

※優先順位で選択してもらい、以下の
順位の加算方式で点数化している。

1位＝5点
2位=4点
3位=3点
4位=2点
5位=1点

＜点＞ ＜点＞



6．天然革を選ぶ重視点について
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＜点＞ ＜点＞

＜点＞ ＜点＞



7．天然革・合成革、どちらが望まれているか
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まず回答企業からみたマーケットは、＜天然革＞と＜人工革・合成革＞のどちらを望んでいるかを確認したが、＜
天然革が多い＞と＜どちらかというと天然革が多い＞の合計が54.3％、＜人工革・合成革＞の合計が24.8％
となった。ただ、「鞄・袋物」企業では＜人工革・合成革＞の合計が35.0％、「アパレル」企業では＜天然革＞と
＜人工革・合成革＞の回答率が半々という結果となっている。



8．天然革の優位点・不利な点
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天然革の優位点を選択してもらったが、＜高級感＞＜本物感＞＜手触り感＞の3点が高い回答率となっており、
逆に不利な点としては＜重量＞や＜その他＞の回答として＜価格＞＜メンテナンスの難しさ＞＜水に弱い＞＜
裁断ロスが多い＞といった理由が挙がっている。

(不利な点:その他）
・価格（18）
・手入れが難しい（9）
・機能性（2）
・キズ
・水に弱い、カビが発生しやすい
・ユーザーは必ずしも天然皮革にこだわっていないこと
・環境に悪い
・メンテナンス
・個体差
・歩留まりが悪い。（合皮と比べてロスが多い）
・裁断時にロスが多い。色は豊富だがロットによって
色ぶれがある時がある。裂けやすい。
・耐光性や色落ち
・水に弱い、伸びる、型くずれする
・人工皮革のように均一には作れない
・保管が難しい
・加工が難しい

（優位な点）
・透湿性等の機能
・畜産副産物としてのサステナブルな面
・全体的に品質が良い
・フィット感（足になじむ）
・手になじむ
・ツヤが出る、なじんでくる
・フィット感



9．今後扱ってみたい革種について
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今後扱ってみたい革については、やはり＜牛革＞が77.1％でトップ、次いで＜羊革＞の43.8％となった。その他、＜
山羊革＞＜豚革＞＜馬革＞＜鹿革＞という順となった。



9．今後扱ってみたい革種について
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業界別に今後扱ってみたい革について集計したが、「靴・履物」企業、「鞄・袋物」企業とも全体の回答バランスとほぼ
同じ結果であるが、「鞄・袋物」企業では＜牛革＞の回答率は90％を超えており、「インテリア」業界においては＜牛
革＞しか回答がない。また「アパレル」「手袋」の業界では＜羊革＞がトップとなっている。



9．今後扱ってみたい革種について

39



10．今後天然革に望む特性について
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天然革にどのような特性があればよいかを確認したが、＜耐水性＞＜軽さ＞が高い要望率となった。その他＜耐久
性＞＜耐色性＞＜自然に帰すことが出来る＞といった内容が高い回答率となった。＜その他＞の内容としては、＜
抗菌処理ができる＞や＜お手入れの手軽さ＞があるなどの特性が挙がっている。

(その他）
・お手入れの手軽さ
・薄く伸縮性がある
・傷や穴が少ない
・耐熱性がある
・抗菌処理



10．今後天然革に望む特性について
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天然革にどのような特性があればよいかを業界別に見ると、「靴・履物」企業からは＜耐水性＞が、「鞄・袋物」企業
からは＜軽さ＞を求める回答がトップとなり、「アパレル」業界は＜伸縮性＞、「インテリア」業界からは＜耐久性＞、
「手袋」業界からは＜その他＞として＜抗菌処理ができる＞や＜薄く、伸縮性がある＞などの特性が挙がっており、
それぞれの業界で求められている要点にやや差がみられる点は興味深い。



10．今後天然革に望む特性について
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11．「アニマルフリー」の影響について
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近年、革製品を取り巻く環境や市場の評価として言われるようになった「アニマルフリー」の風潮について、その影響を
感じているかを確認したが、全体としては＜あまり感じない＞が59.4％となり、半数を超えた。ただ業界によってやや
回答率に差があり、「アパレル」「手袋」「小売」といった企業は＜強く感じる＞＜感じることもある＞との回答率が高め
となっている。逆に「インテリア」企業などは＜あまり感じない＞の回答率が80.0％という結果となっている。



12．今後タンナーに望む革について（自由回答）

44

（今後タンナーにはどのような革を作って貰いたいと思うか）
・日本独自の付加価値が欲しい。使用動機となるコア機能。
・メンテナンスフリー
・3.0㎜以上の肉厚
・イタリアのタンナーのように、新しい提案が欲しい。いつも受身でお客様の要望に応えるだけでは他国に負ける。レザーの表情に変化がない。展示会
を見ていて興味がわかない。
・キズの目立たない加工（型押以外）。革の産地が分かり技術も良い日本の革を作り続けてほしいと思います。
・アパレルですが使用頻度が非常に少ないです。製品買いで提案された時しか使用していません。
・国産のストレッチ素材
・耐水性を持ちながらヌメ革の質感があるもの
・リサイクルレザーやLWGのレザー等の種類を増やして欲しい
・環境に配慮した革

・日本の皮革としての顔が必要だと思います。皮革は自然界が作った最高のファイバーだと今も信じています。

・軽く、柔らかく、縮まないフルタンニン

・手触りが柔らかく、耐久性があり（擦れに強く）珪藻土の様に吸放湿性に優れた革。ランドセルに使えるもの。

・軽量で耐久性が高いもの。高単価商品が中々売れなくなってきているため、価格は重要です。
・環境にやさしい仕上
・最近の「アニマルフリー」の動きの中で皮革が悪者として扱われかねないと感じています。皮革は食肉の副産物であり本来廃棄されるものを耐久性
のある素材に生まれ変えた自然由来の再生資源であると思います。ゼロエミッションの観点からも大変有益なサイクルだと考えます。このような皮革の
良さを難しい文章ではなくイラストやアニメを使ってアピールできないでしょうか?環境団体を刺激することなく、ゆるキャラを使うなどソフトに一般の方
へ伝えられるツールがあると助かります。
・機能的にオリジナリティーの有る事
・ハガレない箔、経年劣化しないエナメル
・水に弱く、カビが発生してしまう事は極力避けたいので、耐水性に優れた革を作って頂けると嬉しいです。
・カーフ　80ds～100ds、120ds
・風合いが良く、堅牢度が高い。リーズナブル価格。

・昨今需要の多いサステナブルな革の開発を進めていただければ、減っている使用量も多少は増やすことができるかもしれません。

・ロス率の低い革。機能性にすぐれた革（革でしかない機能性）
・環境配慮型の生産工程は必須と思われる
・環境に配慮した革。（日本エコレザー基準以上のもの）
・日本産はきめ細かい、良い物



12．今後タンナーに望む革について（自由回答）

45

（今後タンナーにはどのような革を作って貰いたいと思うか）
・安価であることと、キズや血管などの歩留まりに影響する要素の対処。風合いの良さ（銀面の表情）を兼ね備えた、または高いレベルでバランスの
取れた革、合皮人皮の発展が進む中で「生物由来である」意味、意義を感じられる革
・革生来の傷も革の持つ魅了と思いますが、お客様は“傷”として受け取られてしまう為、そのような生来の傷を消した革があれば良いと思います。
・ヨーロッパに勝る品質のボックスカーフ、海外でも通用するタンナーのブランド力（栃木でも弱い）
・厚みが一定で、キズ、トラ部分の少ない革
・耐久性、通気性が良く劣化しにくい品質のものを望む
・SDGsのアピールと洗える皮革製品を組み合わせることができれば面白いと思う。クロムフリーで洗えるものはないので100％タンニンで柔らかい天然
皮革があれば面白い。
・価格を安くしてほしい
・実際には難しいことだと分かっているが傷やシワがなく、なるべくロスなく使えることが理想である。他に思いつくことは特にない。
・ヘアシープの取り扱いを行なってほしい
・安定した品質の皮革を取り扱ってほしい
・品質の安定した製品を作ってほしい（傷が少なく人工皮革に近いもの）
・耐熱性と耐久性に優れた革が良いが、新しい素材は価格が高いと思うので値段との兼ね合いも重要だと思う
・安定した品質。小ロットで染色が可能であればECサイトで海外に販売できる可能性がある。メイドインジャパンの価値が高いので日本革や日本の
縫製の製品はニーズがあると思う。
・独自性の高い加工をしたものを小ロットで購入できるようにしてほしい
・風合いのある高品質の革を取り扱ってほしい
・天然皮革本来の風合いを変えずに防水性のある革の開発を期待する
・傷が見えない、引っ張っても傷が見えないような加工を開発してほしい
・表面の加工のバリエーションを増やしてほしい
・高機能で安価な革を作ってほしい
・品質の良いものを小ロット発注で対応できるようにしてほしい
・日本製の革の品質が年々落ちているように思うため、高品質なものを提供してほしい
・軽くて丈夫で耐久性のある皮革を作る努力をしてほしい
・リサイクルできるような天然皮革の研究を行なってほしい
・アメリカの安全自主基準エイファームの試験を通るような皮革を提供してほしい
・イタリアの質感に負けない上質な皮革を提供してほしい
・皮革本来の伝統的な良さがある上質な革を提供してほしい



2．消費者アンケート調査結果



調査概要
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■消費者アンケート調査概要

調査期間:2021年9月17日～9月21日

調査対象者:首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）及び京阪神（大阪・兵庫・京都・奈良）に居住する、革
製品は好み、苦手ではない20-35歳及び45-59歳の男女2,961人

＜回答者内分け＞

＜回答者職業属性＞

全体 2961
100.0%

20～35歳・首都圏・男性 393 45～59歳・首都圏・男性 393
13.3% 13.3%

20～35歳・首都圏・女性 394 45～59歳・首都圏・女性 398
13.3% 13.4%

20～35歳・京阪神・男性 344 45～59歳・京阪神・男性 342
11.6% 11.6%

20～35歳・京阪神・女性 350 45～59歳・京阪神・女性 347
11.8% 11.7%

回答者数

会社勤
務（一般
社員）

会社勤
務（管理
職）

会社経
営（経営
者・役
員）

公務員・
教職員・
非営利
団体職
員

派遣社
員・契約
社員

自営業
（商工
サービ
ス）

専門職
（弁護
士・税理
士等・医
療関連）

パート・
アルバイ
ト

専業主
婦・主夫

学生 無職 その他
の職業

全体 2961 1030 204 40 165 159 103 87 431 370 75 199 98
100% 34.8% 6.9% 1.4% 5.6% 5.4% 3.5% 2.9% 14.6% 12.5% 2.5% 6.7% 3.3%

20～35歳・首都圏・男性 393 212 13 6 33 9 10 6 43 0 17 26 18
20～35歳・首都圏・女性 394 146 6 2 14 18 4 15 64 74 18 21 12
20～35歳・京阪神・男性 344 168 9 0 32 22 5 13 37 1 17 30 10
20～35歳・京阪神・女性 350 116 2 0 15 18 2 22 62 54 23 25 11
45～59歳・首都圏・男性 393 135 99 16 31 16 29 9 19 1 0 24 14
45～59歳・首都圏・女性 398 75 6 1 10 28 11 7 95 135 0 20 10
45～59歳・京阪神・男性 342 128 66 14 23 25 26 8 20 0 0 23 9
45～59歳・京阪神・女性 347 50 3 1 7 23 16 7 91 105 0 30 14

※年代層に関しては、世代間の差を確認・分析するために、
敢えて「20-35歳」世代と「45-59歳」世代の2世代だけを
対象として回収した。



知っている(人） ％ 持っている(人） ％
全体 2961 100.0 2961 100.0 

1 三陽山⾧（靴） 198 6.7 66 2.2 
2 土屋鞄（カバン・財布） 532 18.0 110 3.7 
3 ソメスサドル（カバン・財布） 111 3.7 51 1.7 
4 オーツカ（靴） 305 10.3 76 2.6 
5 ＧＡＮＺＯ（カバン・財布） 260 8.8 74 2.5 
6 ｇｅｎｔｅｎ（カバン・財布） 232 7.8 49 1.7 
7 ワイルドスワンズ（カバン・財布） 103 3.5 28 0.9 
8 フジタカ（カバン・財布） 75 2.5 19 0.6 
9 栃木レザー（革・小物） 342 11.6 94 3.2 
10 万双（カバン・財布） 73 2.5 22 0.7 
11 キプリス（カバン・財布） 141 4.8 29 1.0 
12 印傳屋（ＩＮＤＥＮ－ＹＡ）（カバン・財布） 205 6.9 67 2.3 
13 ウォームスクラフツマニュファクチャー（カバン・財布） 57 1.9 14 0.5 
14 ココマイスター（カバン・財布） 129 4.4 38 1.3 
15 Ｙｕｈａｋｕ（カバン・財布） 62 2.1 20 0.7 
16 知っている／持っているブランドはない 1833 61.9 2496 84.3 
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Q.あなたは以下のブランドを知っていますか/持っていますか?

2.消費者アンケート調査回答者の日本革製品に対する認識・所有度

調査概要

回答者の日本革製品への認識はどの程度なのか、日本革製品ブランドとして展開されている以下の15ブランドに対し、認知（知っ
ている）、所有(持っている）の2点を確認した。その結果、これら全て知らない人は全体の約62％、最も知られている「土屋鞄」で
18.0％という認知度となった。また製品を持っていない人は全体の84.3％で、これも最も高い所有率となった「土屋鞄」で3.7％とい
う結果となった。海外の有名皮革ブランドに比べると、その認知度・所有度は遙かに低いと言わざるを得ない。



1．革製品に対する好感度
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Q.あなたは革製品が好きですか?

革製品に対する好感度を確認した。その結果、＜かなり好き＞+＜まあ好き＞の合計で57.5％となった。逆に＜あまり好きでない＞は
10.6％と言う結果となった。性別では「女性」が、年齢別では「45-59歳」が、地域別では「首都圏」の方がやや＜好き＞な傾向が窺え
た。また＜あまり好きでない＞理由として＜手入れが面倒＞＜匂いがダメ＞都の声が多く聞かれたが、＜動物愛護の観点から＞との回
答がそこそこ回答数があることに注目すると、一部の消費者に誤解が根付いていると考えられることは大きな課題といえよう。

■あまり好きでない理由（n=367）
理由 回答数 理由 回答数

手入れが面倒 54 雨の日に困る・水に弱い 6
匂いがダメ 50 洗えない・汚れを落としにくい 6
値段が高い 31 耐久性・劣化具合 5
動物愛護の観点から 20 堅苦しい 4
硬い 19 暖かさを感じない 3
肌触り・感触が苦手、合わない 14 扱いにくい 3
重い 11 傷が付きやすい・目立ちやすい 3
カビが嫌 9



2．素材に対する意識
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Q.あなたは以下の製品において素材を意識しますか?

通常よく使う製品に対し、素材をどの程度意識しているのかを確認した。その結果、大きな差は見られなかったが、比較的素材を意識す
る傾向が高い製品は「アパレル」製品、「財布」などが挙げられる。逆に「手袋」などは比較アイテムの中で唯一、＜意識する＞度合いが
50％を切る結果となっている。また「革靴・パンプス」において＜全く意識しない＞の回答率が最も高くなった点は、男性の回答傾向に大
きく影響されており、ビジネス用途として履きつぶしてしまうなど使い捨て製品と一部で扱われていることが、その理由と考えられる。



2．素材に対する意識
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Q.あなたは以下の製品において好きな素材はどれですか? n=2,961

各製品毎に好きな素材を確認した。＜天然皮革＞は「革靴・パンプス」や「バッグ類」「財布」において最も高い回答率となったが、やはり
「アパレル製品」などではかなり低い回答率となっている。ただどのアイテムも＜合成皮革＞の回答率もそこそこ高く、いずれのアイテムも＜
天然皮革＞の回答率とあまり差がない結果となっている点は一つの課題といえるだろう。

＜単位:％＞＜単位:％＞

＜単位:％＞＜単位:％＞



2．素材に対する意識
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＜単位:％＞

Q.あなたは以下の製品において好きな素材はどれですか? n=2,961

＜単位:％＞

＜単位:％＞＜単位:％＞



3．持っている革製品
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Q.あなたは以下の製品において革製品を持っていますか?(全体）

（％）

各製品毎に革製品の所有率を確認した。その結果、＜財布＞が最も所有率が高く52.8％、次いで＜ビジネスシューズ・パンプス＞の
45.3％となった。性別にみるとその差が出るのは＜バッグ類＞で＜ビジネスバッグ・ハンドバッグ＞では10ﾎﾟｲﾝﾄ以上の差が出ている。また
年齢別に見ると、いずれのアイテムも「45-59歳」世代が「20-35歳」世代を大きく上回る結果がハッキリと出ている。



3．持っている革製品

54

Q.あなたは以下の製品において革製品を持っていますか?（性別・年齢別）

＜単位:％＞ ＜単位:％＞



4．プレゼントしたことがある革製品

55

Q.あなたは以下の製品において革製品をプレゼントしたことがありますか?

各製品毎に革製品の所有率を確認した。その結果、＜財布＞が最も所有率が高く52.8％、次いで＜ビジネスシューズ・パンプス＞の
45.3％となった。性別にみるとその差が出るのは＜バッグ類＞で＜ビジネスバッグ・ハンドバッグ＞では10ﾎﾟｲﾝﾄ以上の差が出ている。また
年齢別に見ると、いずれのアイテムも「45-59歳」世代が「20-35歳」世代を大きく上回る結果がハッキリと出ている。

＜単位:％＞



56

Q.あなたは以下の製品において革製品をプレゼントしたことがありますか?(性別・年齢別）

＜単位:％＞ ＜単位:％＞

4．プレゼントしたことがある革製品



5．革製品を買い換える頻度

57

Q.あなたは持っている革製品を買い換える頻度はどの程度ですか?

0.55

0.61

0.40

0.47

0.34

0.39

0.57

0.41

0.39

0.53

0.53

＜平均値（回/年）＞

所有している革製品の買い換え頻度を確認した。その平均値で比較すると＜スニーカー・カジュアルシューズ＞が0.61回/年と最も頻度が
高いという結果が出た。また性別に比較すると＜スニーカー・ビジネスシュー「男性」の方が「女性」よりも買い換え頻度が僅かに高く、年代
的には「20-35歳」世代の方が「45-59歳」世代よりも買い換え頻度が遙かに高いという結果となっている。



5．革製品を買い換える頻度

58

Q.あなたは持っている革製品を買い換える頻度はどの程度ですか?

0.56

0.62

0.40

0.49

0.34

0.39

0.63

0.45

0.40

0.55

0.51

0.54

0.58

0.40

0.47

0.35

0.39

0.51

0.37

0.39

0.50

0.55

0.64

0.68

0.45

0.53

0.35

0.51

0.79

0.59

0.51

0.65

0.57

0.49

0.59

0.37

0.43

0.34

0.33

0.41

0.34

0.35

0.43

0.49

＜平均値（回/年）＞ ＜平均値（回/年）＞

＜平均値（回/年）＞ ＜平均値（回/年）＞



6．持っている革製品は修理するのか、買い換えるのか

59

Q.あなたは持っている革製品が故障した場合、修理しますか、買い換えますか?

所有している革製品が何らかの理由で破損、傷がついたりした場合、その製品を修理に出すか、買い換えてしまうのかを確認した。その結
果、＜買い換える事の方が多い＞+＜ほとんど買い換える＞という回答が全体の70.4％を占めた。「男性」よりも「女性」の方がその傾向
がやや強く、「20-35歳」世代よりも「45-59歳」世代の方がこちらもやや強いという結果となった。



7．革製品に求めるもの

60

Q.あなたは革製品に何を求めますか?

ユーザーが革製品に求めているものは何かを確認した。その結果、＜高級感・上質感＞＜手触りの良さ＞の2項目がほぼ同じ数値で挙
がっており、次いで＜耐久性＞という結果となった。この傾向は「男性」より「女性」、「20-35歳」世代よりも「45-59歳」世代でより強く出
ている。また＜機能性＞や＜重量感（軽さ）＞などはその逆の傾向が出ている点は注目される。

＜単位:％＞



7．革製品に求めるもの
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Q.あなたは革製品に何を求めますか?

＜単位:％＞ ＜単位:％＞



8．革製品の生産国について

62

Q.あなたは革製品を購入する際、製品の生産国を意識しますか?

革製品の生産国を意識するかどうかを確認した。その結果、回答は拮抗しており、＜かなり意識する＞+＜まあ意識する＞の合計が
48.5％、＜あまり意識しない＞+＜ほとんど意識しない＞の合計が51.5％という結果となった。ただ属性別にみるとやや差が見られ、「男
性」よりも「女性」が、「20-35歳」世代よりも「45-59歳」世代の方が＜意識する＞割合が高いことがわかった。



8．革製品の生産国について

63

Q.あなたは革製品の生産国としてはどの国のイメージが良いですか?

＜単位:％＞

革製品の生産国としてはどこの国のイメージが良いかを確認した。その結果、＜イタリア＞が68.5％、＜日本＞が58.2％とこの2国が他
国を大きく引き離した回答率となった。その後にはEU諸国が挙がっている。性別に見ると「女性」は＜イタリア＞の回答率がより高くなり、
「男性」は＜日本＞の回答率が高くなっている。また世代間の比較では「45-59歳」世代の回答率がいずれもより高い結果となった。



8．革製品の生産国について

64

Q.あなたは革製品の生産国としてはどの国が好きですか?

＜単位:％＞＜単位:％＞



9．革製品・天然革製品に対する価格イメージ ※シューズを想定

65

Q.あなたはシューズを購入する際に、革製品であればどの程度の価格をイメージしますか?

全体(n=2961）

男性(n=1472）

女性(n=1489）

20-35歳(n=1481）

45-59歳(n=1480）

1.95万円

2.74万円

1.83万円

2.54万円

2.07万円

2.93万円

1.88万円

2.70万円

2.02万円

2.77万円

＜平均値（価格）＞

＜単位:％＞

革製品・天然革製品に対する価格のイメージを回答してもらった。まずは「革製品」の価格イメージは平均で＜1.95万円＞、「天然革製
品」のイメージは＜2.74万円＞という結果となり、言葉一つの印象で1万円近い差が出る結果となった。「男性」よりも「女性」、「45-59
歳」世代よりも「20-35歳」世代の方がその差が大きくなる傾向が見られた。



10．革の好みについて

66

Q.あなたはの好みの天然革素材は何ですか?

＜単位:％＞

好みの天然革素材について確認した。その結果、＜牛革＞圧倒的に高い数値となり、全体で48.3％、「45-59歳」世代で見れば
57.0％という結果となった。次いで＜羊革＞が全体で10.2％、＜馬革＞が5.2％という結果となっている。



10．革の好みについて

67

Q.あなたは天然革（レザー）、合成革・人工革（フェイクレザー）のどちらが好みですか?

天然革と合成革・人工革の比較で好みを確認した。その結果、＜天然革＞の回答が36.4％に対し、＜合成革・人工革＞の回答は
11.1％に止まったが、 ＜特にどちらがということはない＞の回答が最も多く、全体の52.5％を占めた。またこの傾向は「男性」よりも「女
性」に、「45-59歳」世代よりも「20-35歳」世代の方がより高い結果がみられている。



11．レザー/フェイクレザーの見極め

68

Q.あなたは革製品を購入する際に、レザーかフェイクレザーかを判別した上で購入していますか?

天然革と合成革・人工革の見極めが出来ているかどうかを確認した。その結果、選択肢ごとにかなり均等した結果となった。＜ある程度判
別した上で購入している＞との回答は全体の43.2％で、＜判別出来ない＞が38.8％というバランスとなった。また＜判別出来ないし、出
来なくてもよいと思っている＞の回答が17.3％あり、「20-35歳」世代でよりその傾向が高い点は注視すべき点である。



12．日本革の認知

69

Q.あなたは日本産の天然革を知っていますか?

日本の革を認知しているかどうかを確認した。その結果、＜知っている＞+＜なんとなく知っている＞の合計で41.1％となり、＜知らない＞
の方が58.9％と上回った。また「女性」よりも「男性」の方が認知率は高くなったが、世代間の差はさほどみられなかった。日本革の存在を本
当に知っているのは、おそらく＜知っている＞の回答の人と解釈すれば、まだ全体の10％に満たないレベルの認知率とみてよさそうである。



13．「エコレザー」の認知

70

Q.あなたは「エコレザー」を知っていますか?

「エコレザー」を認知しているかどうかを確認した。その結果、＜知っていて＞との回答の合計が全体の17.4％となり、＜名前は聞いたことが
ある程度＞が14.7％、＜知らない＞が68.0％と圧倒的に高くなった。また「女性」よりも「男性」の方が認知率はやや高く、世代間では
「20-35歳」世代と「45-59歳」世代の認知率の差が2倍弱と大きく出ている。若い世代ほどこうしたものを認識する傾向がみえている。



14．「アニマルフリー」の認知

71

Q.あなたは「アニマルフリー」という言葉を知っていますか?

「アニマルフリー」という単語を認知しているかどうかを確認した。その結果、＜知っていて意識している＞+＜知っているがあまり意識しない＞
の合計で27.3％となり、さほど大きな数値とはならなかった。また＜知っていて意識している＞人は6.1％に止まっていることを考えれば、現
状ではさほど影響はなさそうである。世代間、性別間でもその差はさほど見られていない。



15．天然革に求めるもの

72

Q.あなたはどのような天然革があれば良いと思いますか

＜単位:％＞

一般消費者が天然革に何を求めているのかを確認した。その結果、最も多い回答率となったのは＜耐久性＞の強い革で49.7％と役半数
の人が回答している。次いで＜劣化しにくい＞革で31.6％、＜軽い＞革で29.5％、＜肌触りが良い＞革で28.1％と続いた。性別に見
るとその順位に大きな違いは見られないが、「女性」や「45-59歳」世代では＜軽い＞革がより望まれていることが表われている。また「20-
35歳」世代で＜処分品を自然に帰すことが出来る＞の回答率がやや高めになっていることも注目される。



15．天然革に求めるもの

73

Q.あなたはどのような天然革があれば良いと思いますか

＜単位:％＞ ＜単位:％＞



16．天然革・製品の魅力について（自由回答）

74

・身に付けていると、高級感があり引き締まる
・職人のこだわりがつまっていること
・なんとなくステータスが上昇している気がする。本物はカッコいい
・自分で手入れをすることによって、経年変化を楽しむことができ、自分だけの革製品になっていくこと。使っていくうちにオリジナルになる
・経年劣化で世界に一つのモノを作れるところに価値を感じる
・革は使っていると、本当にいいなと感じるのが魅力
・高級感からくるフォーマルな感覚と、自然からの恵みを余すことなく使おうとする心意気
・身に着ける人を選ぶ感じ。ハイセンスな印象を持たせる
・手入れによって一生使い続けることができること
・スーツを着た際のアクセントとして、悪目立ちするような主張もなく一番しっくりくるアイテム
・一つ一つに個性があり使うにつれて変化し同じものがない
・上質な大人の雰囲気をプラスしてくれるもの。ビジネスマンの魅力を高めてくれるアイテム

＜20－35歳・男性＞

＜20－35歳・女性＞

・⾧く使えて味が出てきてそれでまた愛着がわくのが魅力
・手作り感があるのと、高級感・本物感があるため
・⾧く使えて自分になじんでいくこと。自分だけのものにできる
・ずっと使えるので、地球の環境に優しいと思います
・革は自然からの授かりもの。太古の昔から人に愛されている。オリジナリティを出しやすい
・人工ではなかなか出せない独特の艶
・使えば使うほどその人の成り方、人物像が想像できるから面白いし、持ちも人によって違う
・他の素材より大切に使おうと思える
・自分の一部のように大事に使い⾧く持てること
・修理修繕ができること。⾧く使い込むことで自分の味が出てくる
・ひとつあれば引き締まるアイテムだと思う



16．天然革・製品の魅力について（自由回答）

75

・高級感を感じられるところが一番の魅力
・必ずしも同じものではない色合いやディテール
・丈夫な上に柔らかく遣えば使うほど愛着が沸くところ
・経年による風合いの変化を楽しめ、ますます愛着のわくところ。自分で手入れする楽しみが他の素材より高いところ
・命あるものから頂いた材料を職人さんが丁寧に仕上げた商品は、芸術品に近い価値があると思う
・唯一無二の物で所有感が高い
・他の素材にはない質感、ステイタス
・天然ゆえの心地良さ
・セクシーさ
・上質感と耐久性
・⾧期間使用して「育てる」感覚がある
・手入れを惜しまず使い込むと、自分だけの逸品になる

＜45－59歳・男性＞

＜45－59歳・女性＞

・フォーマルな服装に合う高級なブランドの一部だと思う
・耐久性が高く、一生モノとして大切に使える
・使う人によって、その人なりの製品に馴染んで変化してくる生き物のような素材
・使い込むほど味が出る。世界で同じものが一つもない
・⾧く使えて色々な革のバリエーションがあること
・自分のモチベーションが上がる
・馴染むことによって自分だけの一品になること
・艶感、光沢や経年での色合い
・使い続けることで、体のパーツによりフィットすることや、色やツヤがよい方向へ変化すること
・革にしか出せない風合い、魅力



3．企業ヒアリング調査結果



調査概要
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■企業ヒアリング調査概要

●調査期間:2021年10月12日～11月30日

●直接ヒアリング調査対象企業:全16社
企業アンケート調査より、ヒアリング調査協力許諾企業に対するアプローチ、及び各業界の
有力企業へのアプローチ等から以下の16社を対象に直接ヒアリング調査を実施。

 婦人靴小売業 1社
 靴メーカー・小売 3社
 ベルト・革小物メーカー 1社
 バッグ・革小物メーカー 4社
 アパレル製品小売業 2社
 インテリア製品メーカー 1社
 百貨店 1社
 革製品生産請負 1社
 スポーツ用品メーカー 1社
 アパレルメーカー 1社

その他、オンライン及び電話によるヒアリング先 46社



1．有力企業へのヒアリング:婦人靴小売業Ａ社

78

1. 会社概要
婦人靴の有力小売店。全国で38店舗の自社店舗を構える。90％以上が自社企画製品。自社で企画して傘下のメーカーに

生産を委託している。生産は90％強が国内生産。製品もオリジナル製品が90％以上。

2．革製品扱い状況
製品において様々な素材を使っているが、やはり主力は天然革使用の製品。人工革は現状使っていない。当社としては実験的

にクロムフリー商品などを一部で展開するようになったが、価格は通常商品より1割高程度の展開で、そこそこ売れている状況。従
来のユーザーも買っているが、まだ多くはないがそこから紐付く新規客の獲得に繋がっているとみている。ファーの製品やエキゾチックレ
ザーなどは最近は使わなくなっている。

3．革調達状況
現状はほぼ100％、仲介業者（商社）からの買い付けになっている。企画は自社で出すが、そこからの工程は傘下のメーカー

に任せている。現状は付き合いのある商社がフレキシブルに動いて革を提供してくれている。
日本産の革を使うメリットは、オリジナルのオーダーがしやすい点。また防水などが大事な要点になっているので、国内で検査できる

点もメリット。ただイタリアやドイツ、フランスといった国の革とはクオリティの面でまだ少し差を感じてしまう。品質も安定している。また
海外のタンナーは自社リスクで色を張っているタンナーもあるので、選びやすい。48色を常に張っているタンナーもある。そうしたタン
ナーが3社程度あれば、ほぼそこで発注が出来てしまう。価格もかなりこなれてきている。

4．革調達に対する今後の考え方
海外の展示会に行っても数年前から急に「サスティナブル」という言葉が横行するようになった。当社としても無視できない流れと

感じている。ただLWG認証などの効果はまだこれからではないか。むしろ適切なサプライチェーン（生産から廃棄まで）で作られた
製品であるという打ち出しは、今後ますます必要になってくると思う。

5．求めている革について
正直、防水加工をすると色の乗りが悪かったりするので、そうしたところが改善できるような革を日本の技術力で対応出来ないか。

その他、保温性、ゴアテックスのような湿気を出す機能、汚れにくい、汚れを落としやすい革など。

6．その他特記事項
革の展示会で感じることとして、用途別（ブーツ用とか、パンプス用とか）に提案があれば有難いが、残念ながら現実はターゲット

をうまく想定できていない感じ。もう少しマーケティング的な考え方が必要だと思う。東京レザーフェアなどにも行くが、弊社の女性デザ
イナーが覗いてみたいという雰囲気になっていないので、タンナーのフロアには顔を出していないのが実情である。



1．有力企業へのヒアリング:靴メーカー・小売B社
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1. 会社概要
婦人靴のオーダーメイド専門のシューズメーカー・小売。革の反物を在庫で抱えて、革のサンプル帳を作り、店頭でその中からユー

ザーに素材を選択させ、オーダーメイド対応を行なっている。現在は100％BtoC業態でやっているが、以前はBtoB業態も行なって
いた。現在の皇后様（雅子様）もご結婚当時はお客様で、8足ほど納品している。当時は海外の展示会などにも出展していた。
ユーザーは幅広く、10代から80代までいる。中心層は30代。「痛くない靴」を求めてくるお客様が多い。

2．革製品扱い状況
婦人靴のオーダーメイド製品100％で、ほぼ天然革製品の展開。晴雨兼用、防水性の靴の需要は高い。このコロナ禍で当然

商売はダメージは受けたが、この機会に断捨離をして、新たな靴を求めてやってくる新しいお客様も少なくない。
また足に障害を持っているユーザーもお客様に多い。その対応を行なっていることが口コミで拡がり、自然とそうしたお客様が増えた。
またそうしたお客様は履ける既製靴になるとお洒落な靴など皆無であり、その状況に不満を持つお客様がやってくる。

3．革調達状況
革の調達は問屋経由。扱う数量は多くはないが、自社で少し反物を在庫を持って商売をしている。東京レザーフェアにはいつも

行っている。タンナーのブースなども見るが、私たちのような量を使わない客は相手にしてくれないと思って、いつも見るだけになってい
る。また海外の革も見てみたいが、一般消費者からの要望に直接対応しているビジネスなので、ロットの問題や時間的な問題も
あって、国内の革に頼らざるを得ない。

4．革調達に対する今後の考え方
ノンクロム革など、お客様から環境に配慮した革などへの要望はまだまだ少ない。アレルギーを持つお客様から、裏革にノンクロム

革を要望されることはあった。

5．求めている革について
カーフ使いが多いので、キップを使うこともあるがカーフのようなキップを求めている。その他、オイルバッファローなど。気穴が引っ張っ

ても落ち込まないような表面が大事。

6．その他特記事項
私たちから革業界への要望としては、人工革との違いを一般消費者にアピールして欲しいという点。まだまだ誤解されている。冊

子のようなものではなく、メディアやWEBなどを積極的に活用して啓蒙して欲しい。
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1. 会社概要
日本の靴メーカーの有力企業。海外生産6割、日本企画商品4割の状況。但し純日本生産は7％程度に止まる。販売は百

貨店、専門店卸が多いが、近年は直営店販売を強化している。ただまだまだ拡大しているとは言い難い。またEC販売も行なって
いるが、比率は10％程度。相手が見えない販売はシューズにはやりにくい。

2．革製品扱い状況
生産している靴は大部分が天然革製品。一部合皮製品や合繊製品がある。うち、日本革の使用率は10％程度。扱いが多い

のはアルゼンチン、中国の革。その他、イタリア、バングラディシュなど。

3．革調達状況
現状、タンナー直で仕入れているモノはほとんどない。問屋経由がほとんどである。タンナーとはこれまでも接点がなかったわけでは

ないが、なかなかこちら側からのニーズ（要望）に合ったモノが上がってこない。例えば現在使っている海外の革などを見せて参考に
してもらったが、それでも仕上がりが違って出てくる。イメージしたものが上がってこない。姫路の革は婦人、カジュアル用途が多いため、
紳士用ドレスシューズには扱いにくい。柔らかさはいいが伸びが足りない。
また日本のタンナーとの取引は現金商売であるため少し厳しい。私自身がまず日本のタンナーのことはよく分っていない。どのような

タンナーがあるのかも知らない。知っているタンナーは5，6社程度。現在最も多い仕入れルートは、生産が多いカンボジア経由でア
ルゼンチンの革を使用している。そこは安さもそうであるが、予想以上に納期や傷なども少ない。1枚の革からの使用率も80％以上
と言われている。このタンナーは海外の大手スポーツメーカーも使用している。日本のタンナーにもそこの革を見せたことがあるが、その
味を出すことが出来なかった。

4．革調達に対する今後の考え方
サスティナビリティ、アニマルフリーといったムードは、まだユーザーへの影響は感じられない。実際、生産側もそれ用に作るとなると工

場のキャパが足りていない。またLWGは加盟はしているがまだメリットは感じられない。JLBタグも知っているが、現状使っていない。

5．求めている革について
ユーザーのニーズとしては「軽さ」。ただそれに対応しようとすると、革そのものよりも底材が問題。軽くしようとすると底材がチープにな

るため、難しい。使用率が高く、風合いの良い、きめの細かい天然革、柔らかい手触り感がある革。機能性としては抗ウイルス製品
などの動きはまずまずである。その他通気性、耐水性、耐久性、褪色性などが望まれる。

6．その他特記事項
セールスポイントとして、メイドインジャパンは国内ユーザーにはあまり感じないが、輸出品としては効果はある。
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1. 会社概要
日本の革小物・ベルトメーカの大手。財布や鞄やキャリーバッグを製造販売している。自社が展開しているブランドによっても革

の需要に差があり、主力のブランドに関しては90％天然革を使っている。その他のブランドは革をほとんど使わなくなっている。

2．革製品扱い状況
合成皮革の品質が良くなり、天然皮革と変わらない風合いが出せるようになったため満足するお客様が多い。レディスバッグにお

いては合皮70％、天然革30％の割合で、年々合皮の比率が高くなっている。

3．革調達状況
革の調達は問屋経由がほとんど。タンナー直のビジネスでも吝かではないが、基本的に距離があり（関西だと）すぎて、頻繁に

相談できるイメージがない。やはり小まめに顔を出してくれている仲介業者に御願いすることが多くなってしまう。
また革の調達は、基本的に製品の生産拠点での素材調達となっており、現状、海外生産70％、国内生産30％の割合。革の

調達は仲介業者（商社）に委ねており、海外拠点での生産であっても一部国内革を用いて生産しているモノもある。天然皮革
は価格が高いため安価である海外産を使用することが年々増えている。
使っている日本の革はエナメル革などの特殊な革が多い。ロットにならないものを対応してもらっている。また牛革以外の革は日本

で調達しているケースが多い。牛革以外の革は海外の革はまだ少し不安定な印象。日本の革には安心感がある。製品サンプル
用の革は基本的に日本で調達している。

4．革調達に対する今後の考え方
サスティナビリティのトレンドの影響は、ユーザーからはさほど感じられない。よってLWG認証などもまだまだといった感じである。

5．求めている革について
ユーザーからの要望としては、「軽さ」「柔らかい」「薄い」といった要点。牛革以外の革で対応することもいいが、強度の問題や用

尺の問題などもあり、基本、牛革を使っている。高くても付加価値があれば売れると思うので、特徴のある加工や他でできない特殊
加工が出来れば日本産皮革を利用する価値はある。

6．その他特記事項
－
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1. 会社概要
日本のバッグ・革小物メーカーの有力企業。同社の代表ブランドは全てレザー製品であるが、その他ブランドにおいてはレザー比

率は20％を切る程度となっている。その比率はここ数年は下げ止まり傾向。

2．革製品扱い状況
革製品における天然革の比率は60％程度。うち日本革は60％程度。ただし代表ブランドを除くと日本革の扱いは少ない。バリ

エーションが少ない。いいと思うと価格がかなり高い。日本のタンナーは小ロット対応は有難いが、如何せん価格が何とも合わない。
イタリア革が近年かなり価格がこなれてきて、30円前半だとすると、日本革は50円はする。また近年はイタリアはカラーバリエーション
を揃えて、在庫を持ったビジネスを行なっている。現状はそこで用が足りている。日本革の「わかりやすい」良さが見えない。また「エコ
レザー」の展開は多くはないが、提案されるケースが増えている。ストーリー性を持った売り方をしている。

3．革調達状況
現状、問屋経由の革調達がほとんどであり、そのルートでなければ仕入れてはいけないという認識さえある。（習慣的に）また直

に関係を持とうとしても距離感（地理的に）がありすぎて、小まめな対応が望めないイメージがある。

4．革調達に対する今後の考え方
サスティナビリティなどの影響はユーザーからはまだ感じられないが、「LWG」等の取り組みに関しては、今後否が応でも必要になっ

てくると思う。現にとあるライセンスブランドからは「LWG」の革使用を必須とする指示が出ている。もともとヨーロッパの革は環境問題
への対応が厳しいイメージがあり、選びやすい。「LWG」対応の革は現在はタイのタンナーから調達している。

5．求めている革について
弊社としても使う革にはストーリー性が欲しい。ユーザーに選ばれるために語れるモノが欲しい。機能性としては、「軽さ」「柔らかさ」

が必要。それ以外の機能性を追求し過ぎると、革本来の良さをなくしてしまう感じがする。一部、このコロナ禍のトレンドとして「抗
菌」などを謳うモノが作った。そこそこ動いている。今後は分らない。

6．その他特記事項
革業界として、もっと革の良さや誤解のないよう、本質的な点をアピールして欲しい。ユーザーに伝わっていないと感じる。またそうし

た仕掛けの連続性も欲しい。
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1. 会社概要
日本の革小物メーカーの有力企業。自社ブランドをはじめ、国内外の有力ブランドの革製品を展開する。売上高構成:自社

ブランド比率65％（2ブランドで60％強）、ライセンスブランド25％、その他10％

2．革製品扱い状況
革製品においての天然革使用比率は99％。うち日本革は60％程度。ただ日本革の使用比率は減少傾向。日本革以外はイ

タリア、イギリス、アメリカ、ドイツといった国の革を使っている。イタリアなどはカラーバリエーションを持った在庫展開をしているので、特
にレディス商品に関してはカラーバリエーションが必要になるため、重宝している。
ブランドにもよるが、主力ブランドにおいては人工革は使っていない。天然革へのこだわりがある。いい素材を使うという基本的なポ

リシーがあるので、やはり使うのは天然革になってくる。

3．革調達状況
現在は仲介業者を通しての革の調達がほとんど。海外のタンナーと直でやり取りしたことがあったが、思うような仕上がりではなかっ

た。その後も交渉したが、うまく意思疎通ができなかったこともあり、その後は行なっていない。日本のタンナーさんとの接点はほとんど
ない。東京レザーフェアも顔を出すが、馴染みの問屋さんのブースに行くだけで、他はさっと見て終わりといった感じ。もちろん使うこと
は吝かではなく、そういった機会があれば検討してみたい。現状は海外の著名ブランドが使っている革と同じ革を使うといったやり方が
多くなっている。あらゆる革を見てよいと思う革を使っている。海外のピッティなどの展示会などにはよく顔を出す。そこで革の情報を取
り寄せることが多い。

4．革調達に対する今後の考え方
サスティナビリティのトレンドの影響は、ユーザーからはあまり感じない。クロムフリーなどに対する考え方も同様。

5．求めている革について
革種としては、牛革が主力であるが、今後様々な種類の革を使ってみたい。機能性としては、耐久性、褪色性、耐水性がある

革、剥がれない箔、経年劣化しない革、エナメルなど。

6．その他特記事項
－
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1. 会社概要
日本のバッグメーカーのトップ企業。スーツケースなどが主力であるが、近年はビジネスバッグやカジュアルバッグなどの比率が高まっ

ている。

2．革製品扱い状況
同社の製品中、革製品の比率は10％程度。うち日本革の使用率は65％程度。同社ではスーツケースなどが多いが、高級品

の革張りのスーツケースなどは日本革を使用している。また同社で扱う海外ブランドも日本企画製品として日本革を使用している。
ただ中心ブランドはイタリアのイメージで売っているため、イタリアの革を使っている。

3．革調達状況
革の調達ルートはほとんど問屋経由。別にそのように決めているわけではないが、これまでの付き合いもあり、何か欲しい革がある

時にそこに声を掛けているという流れ。よってタンナーとの直商売が出来るのであれば、それは歓迎である。
日本の革以外ではカナダ、イタリア、バングラディシュ、中国といったところからの調達となっている。やはり価格の問題が大きい。最

近はイタリアの革もかなり価格がこなれたモノが増えており、日本革とほとんど差がない。皮革は鞄のハンドルであったり部分パーツで
使用することが多い。カナダであれば価格が安い、イタリアであれば風合いや仕上がりが良いなど作る商品に適しているところを重視
して選定している。

4．革調達に対する今後の考え方
サスティナビリティ等の影響はさほど感じられないが、アニマルフリーに関しては店頭でのお客様の会話からエコなどの話しを聞くことも

あり、たまに感じることもある。以前は売場においても素材別の売り方などもしていたが、近年はそうしたことがユーザーには響かない
ため、素材を売りにすることが少なくなっている。

5．求めている革について
求める機能性としては「軽さ」「耐久性」。

6．その他特記事項
レザーフェアなどの展示会には必ず顔を出している。ただそこで直接商売の話に繋がることはほとんどない。情報を仕入れにいって

いるようなもの。同社もふるさと納税の返礼品としての展開がある。スーツケースを生産している北海道と石川県において対象となっ
ている。
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1. 会社概要
紳士服小売業のトップ企業。コロナ禍でかなり苦戦したが、現在はようやく商品が動き出した感じ。雑貨アイテムは主力ではな

いが、生産側としてクオリティはこだわりがあり、革もよりよいものを使っていく方針。

2．革製品扱い状況
革製品の扱いは靴、ベルトなど。アパレル製品やバッグはほとんど革製品がない。特にバッグは革製品は望まれていない感じがある。

全体的に「革」でなければいけないという弊社のユーザーはほとんどいない。

3．革調達状況
革の調達は基本的に問屋経由。タンナーへはメーカーと一緒に出向くこともある。たつののタンナーとは現在取引がある。日本革

を使った製品のレベルとしては中級品の扱い。高級品はイタリアのレザーを使っている。その他中国、ASEAN、インドなど、製品の生
産地での調達が多い。特にインドは今後も注目している。バングラディシュは商社経由でないとまだリスクがある。レザーフェアなどの
展示会には必ず顔を出している。レザーフェアから取引に繋がったケースもある。タンナー側から提案を受けることは何ら吝かではない。
面白い革、目新しい革は常に探している。最終製品として革製品はごまかしが利かないので、素材選びも慎重になる。

4．革調達に対する今後の考え方
まだ扱いはさほど多くはないが、「エコレザー」「再生革」と称する合皮の扱いは少しずつ増えている。これら素材を使った場合、そこ

を売りにするような打ち出しはしていないが、企業の取り組みとして無視できないものと考えている。「サスティナビリティ」はユーザーか
らの直接的な反応はほとんど感じられないが、「トレーサビリティ」は大事。生産工程・過程を気にするユーザーは増えている。店舗か
ら、ユーザーに聞かれることがあり、店舗では対応出来ないため、本部にその電話が回ってくることも少なくない。「LWG」表示商品
はやや意識的に増やしている。これも見ているユーザーがそこそこいる。またノンクロム素材などはユーザーには直接伝わらないので、
特に意識していない。

5．求めている革について
革素材で需要があるのは、ベルトでストレッチ性のあるもの。シューズは撥水性、防水性があるもの。データで示すことが出来るレ

ベルの機能性がある革などは需要があると思う。製品表示のタグを見る人は多い。今、欲しいと思っているのは「鹿革」。値段が高
い。もう少し何とかならないものか。風合いもいいし、堅牢度も問題ない。グローブなどには最適だと思っている。

6．その他特記事項
弊社の20代、30代ユーザーは、革靴に対してはネガティブ。普段からスニーカーやカジュアルシューズしか履いていないので、窮屈

な革靴を望むユーザーはほとんどいない。
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1. 会社概要
国産インテリアメーカーの有力企業。インテリア業界としては、巣ごもり需要の恩恵を受けて、半数強のメーカーが業績がアップし

ている。

2．革製品扱い状況
革製品の扱いは全体の10％程度。革製品の需要はそれほど大きくは変化していない。革のインテリア商品を購入するユーザー

は、店に来てから本革と合皮、革と布地を比較して購入しているわけではなく、最初から革製品を探しに来ている。若年層ユーザー
は何よりも価格が最優先。逆に革好きのユーザーはかなりこだわりを見せる。あら探しのようなこともするし要望も多い。むしろ、当社
としては高額品展開の強化を狙っており、今使っている革よりもさらに上質な革（オイルレザーなど）を使った製品を企画している。

3．革調達状況
海外の革はあまり意識したことがない。以前に東京レ革の調達は現状、⾧野や山形のタンナーから直仕入れをしている。姫路や

関東のタンナーとのお付き合いは現在はない。海外からの調達も今はない。レザーフェアから姫路のタンナーと取引の話に繋がったこ
とはあったが、その後のやり取りでうまくいかず、取引に至らなかった経緯がある。合皮に関しては現在のところ、本革の需要が合皮に
変わっているという印象はないが、見た目が同じであれば合皮でも良いというユーザーはいる。価格差でおおよそ1.5倍の差が出るの
で、ユーザーにとってそのインパクトは大きい。

4．革調達に対する今後の考え方
クロムフリーとかサスティナブルのトレンドはインテリアの革に対して、ユーザーの反応にはまだ繋がっていない。布地においてはSDGS

対応の布地を謳った生地メーカーが増えている。「LWG」などの表記は行なったことがない。まだそうした打ち出しはインテリアの場合、
家具そのものが優先で、産地を打ち出した方がセールスポイントとなる。ただ家具の場合、住宅産業とも繋がりが強く、そちらの産業
でSDGs等の動きが強まれば、インテリア業界もそのあたりに対応せざる得なくなる。革という点で気になっているのは、自動車メー
カーのレザーフリーの動き。彼等の発信力は強いため、ユーザーに対して「革」が誤解のあるまま、悪者になってしまう可能性があるの
ではないか。

5．求めている革について
インテリアの革製品にユーザーが求めているのは、質感と使いやすさ（メンテナンスのしやすさ）。色落ちやシミになりやすいなどへ

の対応。機能性という点においては、革の切れ端などの処分等で、普通に問題なく処分できる革があればよいという印象。

6．その他特記事項
タンナー側からの提案は何ら吝かではなく、歓迎。
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1. 会社概要
百貨店業界の主力百貨店の１社。今回のコロナ禍では大きな影響を受けてしまっているが、高級品需要は相変わらず堅調で、

高級ブランド商品を中心に売れ行きは順調。特に外商による富裕層対象の販売が好調であるため、より高級品の展開や鮮度の
ある商品の展開に注力している状況。

2．革製品扱い状況
百貨店の場合、各ブランドがテナントとして展開しているため、百貨店サイドで革製品の扱いが調整できるのは平場となる。その

平場において、売上的にレザー商品のシェアは下がっている。コロナ前までも少しずつ低下しており、コロナ禍で一段とそのシェアが下
がった。コロナ前までに下がっていた要因としては、ビジネスでパソコンを鞄に入れて持ち歩くことが通常になったため、重い革素材の
鞄が避けられつつあること。またビジネス用途として購入されていたブリーフケースの需要が、ビジネスシーンでもバックパックに変わって
いったため、レザー商品が減少している。コロナ禍ではそれに加え、在宅勤務などが増えたため、ビジネスシーンの減少によって、一
層需要の低下を招いている。
売場ではベルトと財布の比率が5:5だったのが、現在は6:4になっている。またベルトの6割が非レザーになっている。百貨店の

シューズ売場でも非レザー商品が10％程度まで増えている。（百貨店のシューズ売場はほとんどがビジネスシューズやパンプスだっ
た）

3．革製品展開に対する今後の考え方
「サスティナビリティ」は業界ではかなり浸透しているが、消費者に対しては購買の最後の一押しの言葉として利用できる程度。「ク

ロムフリー」についても時々聞かれる程度、「アニマルフリー」はまだほとんど聞こえてこない。

4．求めている革製品について
同社内で富裕層をターゲットとした「オーダーレザーショップ」をOPENさせた。主にエキゾチックレザーを主力としていて、百貨店とし

て、富裕層獲得強化の動きの一環である。

5．その他特記事項
ー
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1. 会社概要
主にアパレルメーカーから革製品の生産を請け負い、納品している。取引先としてはセレクトショップや大手小売業、大手アパレル

メーカーなどが多い。具体的にはユナイテッドアローズやエストネーションなど。

2．革製品扱い状況
基本的にほぼ100％革製品の扱い。生産地はインド、パキスタンが多い。これらの産地のメーカー及びタンナーは、海外の大手ア

パレルとの取引が進んでいるため、革の品質レベルも上がっている。取引先であるセレクトショップも全体的な売上が落ちている分、
革の需要も落ちているが、その比率はさほど変化はない。

3．革調達状況
革の調達も基本生産地の現地調達。アパレルメーカーは、素材は基本生地問屋から仕入れるケースが多い。革問屋との付き

合いは多くない。革を扱う生地問屋が少ないため、革に対する知識があまりないために、革をコントロールできる人材がいないことも、
アパレルメーカ－で革製品が少ない一つの理由になっていると思う。

4．革調達に対する今後の考え方
付き合いのあるセレクトショップやアパレルメーカーでは、「エコレザー」を使う企画は社内でも企画が通りやすい。価格が多少高く

なっても大丈夫としている。若者向けの革スカートなどは大部分が「エコレザー」（合皮）。ただ彼等が使用している「エコレザー」の
明確な定義はない。
アパレル業界においては、業界の人間の間においても「本革」に対する誤解が少なくない。またユーザーにもそうした誤解もあるため、

業界はサスティナビリティの影響もあり、「革」を使うことに弱気になっている。

5．求めている革について
どうしても価格優先な面は否めない。これもアパレル業界に革にこだわりを持っている人材が少ないことの影響が大きい。その価格

面を踏まえた上で、風合いが良い、耐久性のある革を求めている。

6．その他特記事項
ユーザーはもちろん、アパレル業界においては「革」に関しての啓蒙活動が必須と感じる。
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1. 会社概要
日本のスポーツ用品メーカーの大手企業の1社。革製品の扱いとしてはシューズ、グローブ、ボールなど多種に亘るが、扱い量が

多いのはシューズ類。競技用スポーツシューズ、一般スポーツシューズ、ランニングシューズ、ウォーキングシューズなどが主力製品。

2．革製品扱い状況
展開する商品の価格帯によって天然革が使用できるかどうかとなってくる。価格として16,000円あたりが境目。そのゾーンにおい

ても革製品のシェアは低下傾向。16,000円以下の製品は人工革や他素材を使用している。商品的には10,000円以下の商
品がボリュームゾーンである。また競技用のシューズでは、20,000円あたりを境目として天然革を使用するかどうかとなる。野球のス
パイク、サッカーシューズなどがメイン。ただいずれも「軽さ」の追求が強く、近年は「革」でなくてもよいというムードになっている。
その他野球のグローブやボールといった用品も革を使用しているが、継続的な商品なので、素材を大きく変えることはほとんどない。

但し、規制やルールが変更になるタイミングであれば異なる素材を探すことになる。

3．革調達状況
革の調達は基本的に製品の生産国で調達している。日本国内生産は全体の10％に満たないため、必然と日本革の使用率も

低い。革製品全体の数％程度。どのような革を使うかの決定権は本社サイドである。こちらから企画・指示を出して工場が調達す
るといった流れである。姫路のタンナーとも付き合いがある。日本革を使っている商品は18,000円以上の商品が対象となり、数量
的にも小ロットの商品が多い。

4．革調達に対する今後の考え方
現状ではサスティナビリティ等の影響は感じられない。弊社をはじめスポーツメーカーは、アーリーアダプターのような人をターゲットに

する考えはあまりしないため、そうしたトレンドの影響で作る商品が変わることはほとんどない。ただ他国に比べると日本がそうした対
応が遅れていると感じるため、今後は間違いなくそうした方向になっていくと思う。「LWG」認証なども販売面での活用はしていない
が、企業姿勢としてユーザーに伝えられることは伝えたいという考えで、「LWG」認証の革を使用できるものについては使用している。

5．求めている革について
シューズを生産するにあたり、弊社ではいくつかのポイントがある。①何かの機能に結びつくか②仕上げをどうやって高級に見せるか

③体感できる優位性をどこまで出せるか、である。そうした考え方にフィットする革素材を今後も検討する必要がある。

6．その他特記事項
－
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1. 会社概要
革製アパレル製品を主力として扱うアパレルメーカーとしては最大手企業。主力2ブランドで100億規模の展開。革製アパレル製

品のピークは2010年頃で、そのあたりから価格破壊が起こり、製品単価低下に伴って規模も縮小。ここ数年は原価の上昇（革
の価格は安定しているが、工賃が上昇）に伴い、徐々に販売単価が上がっている。

2．革製品扱い状況
主力商品はレザージャケットで、平均価格69,000円-79,000円。特に代表ブランドでは、80,000円-90,000円のレザージャ

ケットが好調。ただ、マーケット全体としてはやはり革製アパレル製品は減っており、他社のブランド展開が減っている状況にある。
レザージャケットは大部分がメンズ商品であるが、近年はレディス商品も、同グループ内のブランドとのコラボで仕掛けている。女性は
男性と比べるとどうしても革に対するこだわりが少ないため、こうしたコラボ企画のような訴求方法が合っている。

3．革調達状況
レザージャケットの生産は中国、ベトナム、アメリカが多く、革の調達は中東、中国、EU諸国、ニュージーランドといった国からの調

達となっている。日本での生産はほとんどないため、日本の革を使用しているケースは少ない。日本革の使用が少ない要因はやはり
価格。日本革を使用した場合、製品価格は150,000円以上のものとなる。レザージャケットの革は、シープが多くなっている。次い
で牛、ヤギといった順。薄く軽い牛革は探している。弊社のレザージャケットでは1つのジャケット製作で30s/fの革が必要。

4．革調達に対する今後の考え方
「サスティナビリティ」に関しては、まだユーザーは反応していない。「LWG」認証などもそう。もちろん企業姿勢としては「ノンクロム」

革や「LWG」認証革などの使用を進めるべきだと思うが、現状では価格に合わないという判断で見送っている。

5．求めている革について
レザージャケットに求められる機能としては、消臭効果、撥水効果など、またユーザーの声としては「寒くないレザージャケットが欲し

い」「バイクなどで転倒した際に体を守ってくれる丈夫さ」などが求められている。

6．その他特記事項
レザーフェアなどの展示会には時々顔を出している。目的としては情報収集。一般ユーザーは本革と人工革の判別はついていな

い人が多い。これに対し、なめし革業界だけではなく、革製品に関わる業界を上げての啓蒙活動が必要だと思う。タンナーとメー
カーの協業でユーザーに様々な提案をすべきだと思っている。一つのやり方として、革と異素材のコラボ（例えば革×デニムなど）な
ども面白いと思う。
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1. 会社概要
大手靴メーカーの西日本エリア管轄の卸企業。展開する靴は学生（主に高校生向け）のローファーが主力。景況感としてはこ

の11月くらいからようやく前年並みになってきた感じ。展開商品は天然革靴で12,000円程度。人工革靴で6,800-7,800円程
度の商品を展開。

2．革製品扱い状況
展開する靴の中で、天然革か人工革を使った製品の割合は60％程度。その比率は徐々に落ちている感じ。特に紳士靴におい

て顕著。天然革と人工革の比率は40:60の割合。扱う革は大部分が牛革。その他シープスキン、ピッグスキン、ヤギ革、カンガ
ルー革など。牛革以外の革は素材にこなれた価格と柔らかさが必要なケースに使用している。需要に大きな変化ではないが、少し
ずつ人工革の割合が増えている。一番の要因は価格の問題。またユーザーに学生が多いので、手入れが簡単な方が好まれている。
主力ブランドでは日本革を使っている。主にピッグスキンのスウェードなど。やはり海外の革と比べて質感に違いを感じる。

3．革調達状況
天然革の中で日本革の使用率は20％程度。親会社が佐賀県に国産工場を持っており、そこで生産する靴の多くは国産革が

使われている。姫路の革だと聞いている。海外の生産はカンボジア、中国での生産が多いため、素材も現地調達が多い。

4．革調達に対する今後の考え方
「サスティナブル」の影響はほとんど感じられない。「ノンクロム」素材の製品は現状1アイテムで展開している程度である。

5．求めている革について
購入者にとっては天然革か人工革かは大きな問題ではない。その区別もついていない。販売する側が説明して初めて検討する

感じ。また機能面では、販売側が訴求できるのはやはり耐水性。また天然革の製品では「足になじむ」といった点。学生にとっては
初めての革靴なので、硬い、痛いといった感覚からスタートするので、足になじむ、柔らかいといったポイントは大事。ただ柔らかい革
の製品は型崩れしやすい点がネック。その意味ではローファー用の型崩れしない、柔らかい革などがあれば有難い。差別化ポイントと
しては色合い。先日も「ネイビー」の革を使った製品を展開した。革素材としては珍しい色合いだった。

6．その他特記事項
人工革において「クラリーノ」はちょっとしたブランドになっている。ランドセルなどに代表されるが、保護者にとって安心感のあるブラン

ドになっている。自社は問屋なので、やはり素材の情報は少ないが、そうした情報はあればよいと思っている。素材メーカーとの接点
もほとんどないし、素材展などの展示会も、それを目的として出向くことはない。
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1. 会社概要
イタリアのバッグメーカーブランドの日本法人企業。日本では10億程度のビジネスを行なっている。日本では商社がコントロール企

業となっている。このブランドのユーザーは30代後半から60歳くらいまでの革製品好きな人が多い。

2．革製品扱い状況
同社の製品は全て本革製品。そのうち1割程度は合皮を貼り付けるなどのミックス製品。そのミックス製品は本革の弱点でもある

「軽さ」や「撥水性」などの機能を補うために展開している。トライアル的な取り組みである。また使用している本革においては、ノンク
ロム素材とクロム素材の扱いは50:50。以前は70:30位の割合であったが環境問題が影響し、現在の比率になっている。その
使い分けとしては、発色性の良さや綺麗めの製品を望むんでいるセレクトショップなどにはクロム素材のものを、革が好きなユーザー
向けはノンクロム素材の製品を使ったモノが多い。

3．革調達状況
イタリアに生産拠点を持ち、その生産背景を売りにしたブランドでもあるため、素材の調達もほぼ100％イタリアからの調達となって

いる。素材の調達から製品の生産までほぼイタリアで行なっているが、メンテナンスや修理は日本で行なっている。ユーザーにリピー
ターになってもらう為には、そのメンテナンスが接点となるので、その点は重視している。もし我々が日本のレザーを使うとなれば、海
外の素材問屋を通して調達することになる。よって日本のタンナーも海外で動いている素材問屋（日本人がやっているところもあり、
ちょっとしたブランド化している会社もある）と接点を持つことが必要。またデニムのように、日本産がブランド化し、海外でも認知され
るレベルになるかである。

4．革調達に対する今後の考え方
「エコレザー」のレベルは上がってきていると感じており、本革とかなり近いレベルになっていると感じている。サスティナビリティの取り組

みは企業として、イタリア現地が取り組んでいる。ユーザーの反応としては20代以下の若い層の方が敏感に捉えている感じがする。

5．求めている革について
バッグの業界において望まれているのは一にも二にも「軽さ」と「撥水・防水」機能。アウトドアブームにおいて、ユーザーから求められ

ている点である。

6．その他特記事項
東京レザーフェアなども顔は出している。目的としてはメンテナンスの面で付き合っている会社が出展していたり、イタリアのタンナー

が出たりしているので、そこに顔を出している。日本のタンナーのブースには、ビジネスが出来る状態ではないので見ることが少ない。
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企業 革の扱い状況、調達状況、及び革素材に対する考え方

ベルトメーカー

海外の天然皮革は直接仕入れて中国の工場に納品してもらうが、国産皮革は材料屋から調達している。日本産皮革はここ数年で若干増えている。
中国に工場があるのでデリバリー（納期短縮が可能）の関係で中国産の皮革を使うこともあるが、割合はわずかである。イタリアの皮革は雰囲気が
良いので⾧年最も多く使用している。最近はクロムフリー仕上げを100％選んでいる。色々なアイテムを取り扱っているので天然皮革の商品アイテムは
現状で十分だと思う。

アパレル製品小売
当社はアパレルメーカーから服を仕入れて販売や小売りを行なっている。秋冬物で天然皮革を使用した商品もあるが数は少ない。世の中の流れにより
アニマルフリーが注目されてハイブランドでも取り扱いしない傾向にあり、今後さらに強まると思われる。商品も人工皮革は主であり人気がある。

アパレルメーカー
数十年前までは日本産皮革を使用した製品も取り扱っていたと思うが、少なくともここ数年では取り扱ったことはない。一度パキスタンの革を使った製品
を取り扱ったことがあるが、現在は中国産のみである。ユーザーは価格の安いものを求めているので合成皮革が望まれることが多いと思う。できれば羊
革を使ってみたいと思うが高値なので使えない（安価な皮を使わざるを得ない）。

バッグメーカー
中国に工場があり自社製品を製造している。中国以外の国の皮革も利用しているが、詳しいことは分からない。オリジナルは国内製造となる。重くても
伸縮性がなくてもそれらを含めて皮革の持ち味になっているため変える必要性はない。しかし、商品を作る際に皮に傷などがあると使用できない部分が
多くロスになり、何枚もの皮を使用することで商品の価格が高くなるのがデメリットである。

バッグメーカー・小売
当社が製造しているオリジナル商品の中で天然皮革は30％を占める。商品全体となると分からない。バッグや財布などの小物が多い。皮は問屋から
仕入れているが、メーカーがタンナーズから仕入れている場合もある。タンナーに対してはサスティナビリティに対してしっかりと対応出来るようにしてほしい。

セレクトショップ
バッグや靴、ベルトに天然皮革を使用した商品がある。全体の商品（衣料品を含める）の中では1％くらいである。皮全体（人工皮革を含む）では
30％くらいの割合となる。年配の方は本革を好むが、若い人ほど人工皮革を好む傾向にある。当社が製造した製品ではなく、仕入れた製品に使われ
ているためどこの国の皮革かは分からない。今後は人工皮革の開発がより進化すると思われる。

特殊靴メーカー

自社は官公庁の仕事を入札で受けることが多いが、クライアント（官公庁）から日本皮革を使うよう指定される。以前は皮素材の買い付けで取引
先と一緒にイタリアへ行くこともあったが、今は日本皮革が主である。皮素材の調達先はタンナーと仲介業者が半々である。現在は牛革と豚革のみだが
以前はカンガルー革やゴート（山羊革）を使ったことがあり、風合いが非常に良かったのでまた使ってみたい。個人的には国産革は仕上げが良いと思
う。

手袋メーカー
スポーツ用品の野球やゴルフの手袋やファッション手袋の製造や販売を行なっている。以前は日本でもヘアシープの取り扱いがあったが、今はないためイ
ンドネシアの物を使用している。海外から輸入する場合は傷があったりしたときの対応がしっかりしているところからしか購入していない。天然皮革を使用
した商品を作るには熟練した職人でないとできないが、減少しているため新しい商品アイテムはない。

バッグメーカー
ベルトやバッグの製造販売や財布をメーカーから輸入し卸を行なっている。天然皮革はしなやかさがあり、高級感もあり優位性は高いと思うが、傷やシミ
などがあり裁断する人によってロスになる量が違うため扱いが難しい。イタリア製は品質が良く、メキシコは希少価値のある皮革であったり厚みのある皮革
があり使用している。
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手袋メーカー
ファッション手袋を製造販売している。中国に自社工場があるため中国産の皮革を使用することが多く、日本産は減少している。天然皮革はやはり本
物感もあり、素材としては良いが天然であるため傷やシミにより1枚の皮から使える部分が少ないこともあり価格が高くなってしまう。なるべく傷の少ない
皮革を提供出来るようにしてほしい。

シューズメーカー
靴の製造販売を行なっている。日本産の皮革は価格が高く、また日本皮革に拘る方もいないため使用していない。中国産を利用しているのは価格が
安いことが理由である。今のところはアニマルフリーを感じることはないが、今後は感じるようになるかもしれないと思われる。

手袋メーカー
野球のグローブが主であり、一部日本産の皮革でファッション手袋の製造販売を行なっている。品質としては伸縮性に優れ、フィット感のあるものを求め
ている。調達先に関しては自社が決める場合とメーカーと話し合って決める場合がある。人工皮革にはない風合いがあるため使いたい人は多いが価格
が高いため最近は人工皮革を望まれる人が増えている。

インテリアメーカー
当社はソファの製造販売を行なっている。ソファは天然皮革の人気が高く全体の40％を占めている。国産は価格が高く使用していない。1枚から取れ
る大きさも傷などがあると少なくなるため効率が悪い。海外の皮革を使用しているがどこの国かについては分からない。

婦人靴メーカー
靴の製造販売が主であり、少しだけバッグも取り扱っている。天然皮革は高級感があり好まれるお客様も多いが、価格が高いことが一番のネックであ
る。特に日本産は高いため、価格の安い中国を利用している。品質の良さを考えた場合はイタリア製の皮革を使用している。

婦人靴メーカー
天然皮革を使用しているが、工場に革の仕入れを任せている。問屋や仲介業者はこちらで指定しているが日本産と外国産の選定は工場に任せてい
るため、どこの国の革を使用しているかは分からない。日本産の使用はあると思うが価格が高いため割合は少ない。日本産の革は価格が高いので海
外の皮を使用している状況である。

特殊服メーカー

防火服や作業服を消防署に納めている。天然皮革は手袋と靴に使用されている。手袋は日本製だが、革が日本産かどうかは気にしたことがなく分から
ない。靴は昔からゴム製と革製しかなく素材で選んでいるというよりも取引先との関係性を重視して革製品を仕入れている。取り扱っているのは牛革や
豚革の製品のみで他にどのような種類の革があるのか知らない。靴にベトナム産の革が使われていることは最近知った（コロナで入手困難になったため
判明した）。イスラム圏の国で商品を販売しようとしたが、豚革製品だったので受け入れてもらえなかった。

手袋メーカー

手袋専門だが天然皮革の使用率はかなり減っている。日本皮革の使用率の減少はグローブ素材を取り扱う業者が減ったことも関係している。インドに
縫製工場があり、その工場がタンナーも兼ねているので革素材が安価で調達できる。パキスタンの革もよく使う。天然皮革の減少はアパレル業界の検
査重視のマーケットにも原因があり、耐光性や色落ちなど革本来の特性を不良と判断され薬品を厚塗りする等革の良さを殺すような処理をしなけれ
ばならなくなる。手袋の裾にラビットファーやフォックスファーを付けることがあるがハイブランドの影響でイミテーションファーに移行しつつある。革はA～Cラン
クのセレクションで仕入れている。

バッグ製品小売
牛革と豚革が主で、牛革は90％以上が輸入、豚革は80％以上が日本産である。職人を抱えており、職人がタンナーから調達している。紳士物の鞄
が主である。山羊、水牛、ワニ、オーストリッチなどの革も使っているが、ユーザーが求めているのは牛革や豚革の製品である。自社の製品はあえてツヤ
消しした革を使用している。牛革は北米産がほとんどでヨーロッパや豪州産はわずかである。色々な種類の革があるが牛革が一番使いやすいと思う。
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靴卸業
メーカーから靴を仕入れて販売を行なっている。当社は製造は行なっていない。10％くらいはフェイクレザーであるが、その他はほとんど姫路の天然皮革
を使用した靴を販売している。皮革で耐水性があればデザインや用途の幅も広がるとは思う。最近、皮革の品質が落ちてきているように感じている。品
質の良い物は中国に買われてしまっているのではないかと不安になる。

アパレルメーカー
天然皮革は利用しているが、年間を通して1～2アイテムぐらいで非常に少ない。日本産か海外産なのかは分からない。秋冬物の時に皮革を使用した
製品は毎年あるが、アイテムを増やすことは考えていない。フェイクレザーも品質が良くなり、若い人であれば安価なフェイクレザーを求めるが、年代が高
いと価格が高くても本物である皮革を求める傾向にある。

ベルト・革小物メーカー
天然皮革は素材として良いことは理解されているが、価格が高いためフェイクレザーを求める人が増えている。また、フェイクレザーの品質もここ数年でか
なり良くなっている。天然皮革は年齢層が高く品質重視である人には人気がある。携帯電話にしても防水加工が当たり前の時代になっているためかそ
のような革の開発を行なってほしい。

インテリアメーカー
工場では皮革の選定は行なっていないため、国の選定や天然皮革を選ぶ際に重視することについては分からない。天然皮革は手触り感も良く高級感
もあり好まれるが、年数が経つとボロボロになってしまう。身に着けるものではないためアニマルフリーの影響を感じることはない。今後も日本産の皮革は
使用する予定である。

バッグメーカー
天然皮革は海外（オーストラリア、北アメリカ）のものを使用していたが、2020年から姫路の皮革を使用している。手入れが簡単な合成皮革を好ま
れるお客様が多い。当社は鞄の製造販売を行なっている。今後は財布などの小物を天然皮革で使用して作ることを検討中である。以前は豚革も使
用していたが今はなく、天然皮革の風合いを活かした鞄を作り続けたいと考えている。

インテリアメーカー
椅子を製造しており、椅子の張地をお客様に選んでもらうセミオーダー制を導入している。皮革は日本製のみで海外の皮革は利用していない。個人
の方は天然皮革を選ぶ人が多く、病院や企業であれば高機能なビニールレザーを選ぶところが多い。他に机の製造も行なっているが、新しい商品アイ
テムは今のところ考えていない。

バッグ・小物卸業者
鞄や財布の卸を行なっている。製造は外注している。日本産の皮革よりも海外の方が安く、品質も高いため海外産の調達が多い。ライセンスを取って
いるブランドの中には最近のアニマルフリーを意識するところが増えつつある。人工皮革と違い、天然皮革の風合いを傷と捉える人もいるため、良さを理
解してもらうのが難しい時もある。

革小物メーカー
財布や名刺入れやキーケースなどの小物を製造している。100％天然皮革である。海外はイタリアやタイやインドから調達しており、イタリア産は風合い
も出来上がりも良い。天然皮革についてはどうしても傷があると使用できる部分が少なくなるのでなるべく傷の無いものをリクエストしている。大きめの鞄
は作っているが、小さい鞄が流行しているため今後作ってみたいと考えている。

ランドセルメーカー
北米で製造したランドセルを仕入れ日本の百貨店などに卸を行なっている。人工皮革の方が軽く防水性も高いため人気は高い。ここ数年、工房で製
造した天然皮革のランドセルが静かなブームとなり、当社でも天然皮革のランドセルの売り上げが少し伸びている。子供が使用するので少しでも軽いこ
とが望まれている。
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バッグメーカー
当社は鞄の製造販売を行なっている。天然皮革が主であり、お客様も人工皮革より天然皮革に高級感を感じている方が多く、この傾向は以前から
変わっていない。日本産かイタリア産であり、質が良く価格が少し高くてもそれだけの価値はあるため人工皮革はあまり使いたくない考えである。

シューズ輸入業者
カンボジアの工場で製造している靴を当社が輸入して販売している。どこの国の天然皮革を使用しているかは知らないが、主にカンボジア産かアルゼン
チン産だとは聞いている。アニマルフリーについてはまだ直接感じることはないが、いずれは強くなってくると思うので、天然皮革のリサイクルが出来るように
開発してほしい。

ランドセル卸業者
ランドセルの販売を行なっている。当社では製造せずに工場から直接仕入れをしている。人工皮革の品質が良くなり、重量も軽く天然皮革と比べて安
価であるため人気が高く、ほとんどのお客様が人工皮革を購入している。当社が皮革を仕入れて製造していないため、天然皮革の原産地や選定理
由については分からない。

靴・ベルトメーカー
製造はベトナムと中国に外注しているため、皮革も現地から仕入れている。日本産は価格が高く、また日本で仕入れた場合海外に送ることになるため
費用が高くつく。靴やベルトなどの小物に皮革を使用している。靴が全体の6割を占めている。海外の方が安価で安定して調達できるため日本産を使
用する予定はない。

バッグメーカー
皮革は商社から調達している。南アフリカのパプアニューギニア産を使用。風合いや仕上がりも良く、お客様の評価や満足度も高いため、日本産を使
用することは特に考えていない。今後も同じ商社から調達する予定である。

バッグ・小物メーカー
当社は鞄のやポーチの製造販売や卸を行なっている。皮革は全体の10％くらい使用しているが軽くて耐久性のある合成皮革を望まれるお客様が増
えている傾向にある。中には高級志向で皮革を求める方もいるため取り扱いをやめてしまうことはないと思うが、今くらいの使用の割合で継続する予定
である。

シューズメーカー
海外の皮革はサンプルを見て選定している。アニマルフリーに関しては取引先からエイファームの試験を通っているかの確認をされることが最近増えてい
る。日本のタンナーはほとんど通っていないため使えないことがあり、今後の環境に配慮するような傾向も世の中の流れで増えてくる時代に変化してきて
いるため、日本のタンナーにも対応していただけるといありがたい。

靴メーカー
靴の製造、卸を行なっている。百貨店などに卸している。コロナの影響により生産量は減少傾向にある。品質を重視しており、海外はイタリアからしか調
達していない。今後は鹿革を使用してみたいが、具体的なことは決まっていない。日本産の皮革がイタリアに劣るとは言えないが、風合いや仕上げには
やはり差があることは事実である。

鞄卸業者
天然皮革製品は小物のみでごく少ない。合成皮革製品も取り扱っているが、ユーザーがどちらを望んでいるかは分からない。天然皮革に求める特性に
ついて考えたことはない。

バッグメーカー
日本産革はここ数年で増えている。イタリアの革は色出しや風合いが良い。牛革がほとんどだが、羊革や山羊革や豚革も使っている。様々なアイテムに
天然皮革を使っているので今後使ってみたい商品アイテムは特にない。
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靴メーカー
中国に子会社の工場があり、そちらで製造を行なっている。日本産の皮革と海外の皮革の使用は半々くらいである。靴を専門に取り扱っているが、デ
ザインにより風合いや色など重視するところは違う。今のところアニマルフリーの影響は受けておらず、それにより皮革と比べて合成皮革の方が売れている
ということもない。

アパレルメーカー
当社は洋服のメーカーであるが、こちらはメンズの雑貨を扱っている部署である。全体のことを分かる人はいないため、メンズ雑貨について回答する皮革
は靴の製造に使用。国内の生産量が減少傾向のため海外から調達することが増えている。コロナの影響により安価な物の販売から高価で品質グレー
ドの高い物も販売へ移行している。そのため調達も前は中国が多かったが今後はヨーロッパ中心にする意向である。

鞄メーカー

天然皮革のトートバッグや財布を取り扱っている。使われている革は北米が多いと思う。ヨーロッパの革も一部あるかもしれないが、詳細は分からない。
傷がつきにくく軽量で撥水性のある革があればアピールしやすいと思うが、革の良さが失われてしまうことばかりだと思う。今のところアニマルフリーの影響は
感じないが、実際にどういう状況になっているのかは気なっている。例えば、野球のグローブなど天然皮革でなければならないものもあるので偏りすぎると
困ったことになると思う。

ランドセルメーカー
天然皮革の使用率はやや減っていると思う。自社は工場を持っていないので素材の調達は協力工場に任せている。製品のコンセプトに合う革（柔ら
かさ等）を選んでいる。水に弱い点は不利だと思うが、耐水性などを強化すると革の良さ（風合い）が損なわれてしまうと思う。ドラムも染めた革もどち
らも使っているが、以前と比べて技術は高くなっていると思う。

ファッション製品輸入業者
当社は海外の服や鞄を輸入し、販売を行なっている。自社で皮革を調達したり製造することは行なっていないため皮革の原産国については分からない
が、イタリアから輸入しているのでおそらくイタリア産の皮革を使用していると思われる。

手袋メーカー
当社は海外から皮革を調達し、スリランカやインドネシア、インドにある工場で製造し、卸を行なっている。手袋は皮革を使用するとフィット感があり商品
としてもクオリティは高くなるが価格が高い。それと比べると人工皮革はより天然皮革に近づきほとんど変わりないくらい良くなっている。

アパレル商品卸業者
服を主として取り扱いしている。皮革は鞄で利用している。皮革を当社が仕入れて製造することは行なっていない。メーカーが製造した製品を仕入れて
販売をするため海外のどこの国の皮革を使用しているかまでは分からない。皮革を好まれる人はいるとは思うが、人工皮革と比べると価格が高いため
売り上げが良いことはない。

シューズメーカー・卸業者
自社では製造している製品と仕入れている製品がある。日本産の皮革も利用するが、海外産はヨーロッパから調達している。今のところアニマルフリー
の影響は受けたと感じたことはない。皮革を手入れをきちんとすれば耐久性も強く⾧く使用出来る。しかし人工皮革と比べると価格が高いことが一番不
利な点である。

革小物メーカー
財布のメーカーであり、皮革を調達し製造卸を行なっている。天然皮革の高級感を求めるお客様が多い。財布は⾧期間使用するため品質の良い財
布をほしいと思う商品である。イタリアは皮革の品質も良いが、イタリア製というだけでおしゃれなイメージがあり、人気も高い。日本のタンナーも厳しいと
思うが頑張って頂きたい。
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今回の調査から、総括として日本の皮革産業の課題として以下のような点がピックアップされた。

 日本革の情報発信が足りていない

⇒日本革に関する情報がメーカーやユーザーにほとんど知られていない。革に対して誤解を持っているユーザーが
少なくない。また、メーカーには日本革の情報があまり届いていない、存在を知られていないという実態の改善は
喫緊事項である。

 メーカーとタンナーとの間で距離感(物理的・感覚的)がある

⇒タンナーが問屋を介してのビジネスが多く、接点の機会が少ないことや、数少ない接点の場である東京レザー
フェアなどでも初見の客にアピールする展示内容になっていないこと、またタンナーが多い関西とメーカーが多い
関東の間で距離があり、タイムリーな要求に対応出来ないこと等、検討すべき点が多い。

 サスティナビリティなどのテーマ性は無視できない

⇒現状のビジネスにおいて、環境対応の革などが需要が最も高いという状況にはないが、その取り組みを行なっ
ているかどうかという点は、企業イメージに大きく影響を与えている。メーカーもその点は重視しており、徐々に
環境対応の革を使用する割合が今後増えると考えている。

 海外革に負けない機能性、ブランド力が必要

⇒海外革との競争において、途上国革の低価格力、欧米革のブランド力等で劣勢にある日本革が、日本のメー
カーに選ばれている理由は、品質や納期などのビジネス面での優位性と距離感。さらに日本、世界のメーカーに
選ばれるためには、日本独自の機能性やブランド力を付加しなければならない。
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 日本革の情報発信強化

①日本革の情報整理・データ・資料作成
日本で作られている海外革に負けない革の特徴、バリエーション、技術力などを整理し、各情報ツールを使って
国内外のメーカー、小売業、ブランドホルダーへの紹介に活用できるデータ・資料を作成。

②生地問屋（商社）流通の開拓
日本革がまだ訴求し切れていないアパレル業界への素材供給を強化するために、生地問屋（商社）流通の
開拓が重要。市場規模が大きいアパレル産業への素材供給のためにも、生地問屋と交流、情報交換の場を持ち、
アパレル業界を通じて消費者に日本革の情報を発信していく。

 メーカー、タンナー間の距離感(物理的・感覚的)の改善

①メーカー及び小売店、ユーザー等との定期的（シーズン毎）な交流の場の構築
革好きな一般ユーザーなども交えた川上から川下まで、革製品の流通に係わる企業、人物との交流、情報
交換、若手勉強会等の場を、シーズン毎に設けていく。

②東京レザーフェアの改善
東京レザーフェアにおいてブース設計やフロア設計のあり方を考える。現状では限りなく既存客とタンナーとの
交流の場になっており、ビジネスの拡がりが見えにくい。初見の客が興味を引く、またブースに入ってこれる見せ
方・用途の提案など、提案型のブース構築を検討する。
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 サスティナビリティなど市場テーマへの対応・訴求

①処分品を自然に帰すことが出来る、異なる用途に活用できる革等の開発
メーカーからの要望にもあった、処分できる革素材の開発研究会の立ち上げ。裏付けとなる数値データが必要
なため、研究者も交えた研究を行なう。また異なる用途の可能性を探るため、異業種メーカーの参加も検討する。

②教育機関との取り組み
大学及び専門学校との連携により、革産業に対する知識を培う講義や、ファッション商品を試作している学生への
日本革の供給等、社会への貢献と共に、こうした活動の情報発信を強化する。

 海外革に負けない機能性、ブランド力の構築

①クラウドファンディングなどのツールを使ったこれまでにない機能性を持った革の開発
市場での話題性を作る、また日本革の認知を訴求するために、クラウドファンディングを活用し、一般ユーザー
（インフルエンサーなど）が欲しがる新しい革製品製作プロジェクトを展開する。

②日本革製品プロジェクトの立ち上げ
特定のテーマを設定して、日本でしか作れない機能性を持った革の研究プロジェクトを立ち上げる。実用性、機能
性の裏付けとなるデータ等も必要なため、プロジェクトにはタンナー、革製品メーカー、デザイナー（ファッションデザ
イナー・工業デザイナーなど）、そして研究者も交えたチームで研究を行なう。日本のタンナーの技術力をアピール
する。



2．企業アンケート調査結果からみえる要点
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 革製品の扱い比率が50％以上となったのは全129社の36.5％に止まる。

 革製品の今後の扱い状況について＜減少する＞が回答全体の51.4％。

 「日本革」の今後の扱い状況については、＜減少する＞は回答全体の38.4％。

 革素材の調達先は全体の72.4％が＜問屋・仲介業者から＞の仕入れ。

 天然革の調達国は＜イタリア＞が46.7％でトップ。＜日本＞は34.3％に止まる。

 調達国で「イタリア」を選ぶ理由は＜仕上げの良さ＞の他＜価格＞を挙げているメーカーが

多くなっている。「日本」を選ぶ理由は＜小ロット対応＞＜不良品が少ない＞などビジネスの

安心感を挙げるところが多い。

 天然革を選ぶ理由として、＜価格＞とほぼ同レベルの回答率で＜風合い＞が挙がる。

 「鞄・袋物」業界では、＜天然革＞よりも＜人工革＞を望む声が35％に達している。

 天然革に望む特性としては、＜軽さ＞＜耐水性＞＜耐久性＞に次いで、＜処分品を自然

に帰すことが出来る＞が挙げられた。

 今後メーカーが日本のタンナーに望む革としては、＜環境に配慮した革＞＜日本の皮革とし

ての顔が必要＞＜日本独自の付加価値が欲しい＞といった声が挙っている。



3．消費者アンケート調査結果からみえる要点
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 革製品の好感度は全体の57.5％。男性よりも女性がやや上回る。

 革製品の所有度が最も高いのは＜財布＞で全体の52.8％、次いで＜シューズ＞で

45.3％、＜バッグ＞の27.3％と続く。若い世代の所有率はさらに10％以上低い。

 持っている革製品が故障した場合、＜修理する事の方が多い＞が29.6％、＜買い換える

方が多い＞が70.4％となった。

 革製品に求めるものとしては、＜手触りの良さ＞＜高級感・上質感＞が並んで40％強の回

答率。次いで＜耐久性＞の35.9％となった。

 ＜革製品＞よりも＜天然革製品＞とする方が価格イメージとして1万円近い価格差となる。

 ＜天然革＞と＜人工革＞の好みとしては前者が36.4％、後者が11.1％となったが、＜特

にどちらかということはない＞が52.5％を占めた。

 「レザー」と「フェイクレザー」を＜見極める事が出来る＞人は全体の43.2％、ただ＜判別出

来なくてもいい＞とする人が17.3％、＜製品がよければ特に考えない＞人が18.0％存在。

 革製品に求めるものは＜耐久性＞が49.7％、＜劣化しにくい＞が31.6％と続いた。

 天然革も魅力として、＜高級感＞や＜耐久性＞の他、＜使い込んでいるうちに自分だけの

もの（オリジナリティ）になる＞＜身につけることで引き締まる＞などの回答が目立つ。
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 革の需要は、製品そのものの需要が減少していることで、必然と革製品の需要も減少、その中の
革製品比率はここ数年で言えば大きな変化はない。

 タンナー直の取引が少ない要因は、「距離」「スタンス」「情報が少ない」の3点。「距離」感がある
と、小まめな対応や頻繁な交渉がどうしても出来ない。またタンナー側が製品メーカーが要望してい
る革への歩み寄りが感じられないという点。何よりも製品メーカーにとって日本革の情報が足りてい
ない。海外の革との違い、特徴などを知ることが出来ない。

 「イタリア革」に対する評価が、品質や仕上がりだけではなく、こなれた価格展開やカラーバリエー
ションを持った在庫ビジネスなどへの評価が高まっている。日本革にとってさらに脅威。

 各メーカーは天然革を使いたい意向はあるが、「エコレザー」と称して展開されている人工革の需
要が少しずつ増えている。一般的に革に対する誤解も多く、もっと天然革の訴求が必要。天然革の
本質が知られていない状況の中、「アニマルフリー」「レザーフリー」といった風潮が出ていることは大
きな懸念材料。

 革製品に限らず、現状「サスティナビリティ」よりも「トレーサビリティ」の打ち出しが重要と考えてい
る。生産工程の透明化やイメージをしっかりとユーザーに伝えることが大事。「LWG」認証などにつ
いては、それ自体がユーザーの購買に影響するには至っていないが、企業のスタンスとしてその姿勢
を見せる必要があり、無視できないものになりつつある。同様に、「JLB」タグの存在も知っていると
ころの方が少数。知っているところも使っているところはさらに少ない。
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業 種 革需要の現況 天然革の需要及び今後の扱いについて

シューズメーカー・小売
革の需要比率は変
わらないが、日本革
の扱いは減少傾向。

 基本的にシューズにおいては天然革の製品が現状でも主力。
 日本革の扱いはやや低下傾向。価格面でもイタリアあたりの革がかなりこなれてきて

いる。また在庫リスクなども張っているところからの調達が増えている。
 サスティナビリティのユーザーへの影響は感じられない。実際、生産側もそれ用に作る

となると工場のキャパが足りていない。またLWGは加盟はしているがメリットは感じられ
ない。JLBタグも知っているが現状使っていない。

 靴は防水性が必須なので、防水加工をすると色の乗りが悪かったりするので、そうし
たところが改善できるような革を日本の技術力で対応出来ないか。

バッグ・革小物メーカー
革の需要は落ちて
いる。日本革の使
用率は横ばい。

 展開しているブランドによって天然革の需要は大きく異なる。主力のブランドにおいて
は革を使用率は変わっていないが、それ以外のブランドは天然革の需要は低下傾向
にある。

 日本革も使用量は減っているが、使用率はほぼ横ばい。
 ユーザーからの要望としては、「軽さ」「柔らかい」「薄い」といった要点。高くても付加

価値があれば売れる。
 使う革にはストーリー性が欲しい。ユーザーに選ばれるために語れるモノが欲しい。

アパレルメーカー・小売
革製品の需要は落
ちている。日本革の
使用率は低下。

 革製アパレル製品のピークは2010年頃で、そのあたりから価格破壊が起こり、製品
単価低下に伴って規模も縮小。ここ数年は原価の上昇（革の価格は安定している
が、工賃が上昇）に伴い、徐々に製品単価が上がっているが規模は縮小傾向。

 日本革はなかなか販売価格に見合わない（用尺を取るので単価の影響は大き
い）ため、元々使用量が少ない。

 価格面を踏まえた上で、柔らかさ、薄さ、軽さ、耐久性のある革を求めている。
 レザージャケットに求められる機能としては、消臭効果、撥水効果など、またユーザー

の声としては「寒くないレザージャケットが欲しい」「バイクなどで転倒した際に体を守っ
てくれる丈夫なもの」など

4．企業ヒアリング調査からの要点:業界別①
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業 種 革需要の現況 天然革の需要及び今後の扱いについて

インテリア製品メーカー
革の需要は変わっ
ていない。日本革
の使用率は高い。

 革のインテリア商品を購入するユーザーは最初から革製品を探しに来ている。よって
革製品の需要比率が落ちている感じはない。若年層ユーザーは何よりも価格が最優
先。

 日本革の使用率は高い。国内メーカーでは、現状は高額品展開の強化を狙ってお
り、今使っている革よりもさらに上質な革（オイルレザーなど）を使った製品を企画し
ている。

 インテリアの革製品にユーザーが求めているのは、質感と使いやすさ（メンテナンスのし
やすさ）。色落ちやシミになりやすいなどへの対応。

スポーツ用品メーカー
革製品の需要は落
ちている。日本革の
使用率は横ばい。

 展開する商品の価格帯によって天然革が使用できるかどうかとなってくる。価格として
16,000円あたりが境目。そのゾーンにおいても革製品のシェアは低下傾向。

 日本革の使用量は多くはないが、使用率は横ばい傾向。
 スポーツシューズの素材の要点としては、①何かの機能に結びつくか②仕上げをどう

やって高級に見せるか③体感できる優位性をどこまで出せるか、である。そうした考え
方にフィットする革素材が望まれる。

百貨店 革製品の需要は落
ちている

 平場ではベルトと財布の比率が5:5だったのが6:4になっている。またベルトの6割
が非レザーになっている。シューズ売場でも非レザー商品が10％程度まで増えている。

 ユーザーはビジネスでパソコンを鞄に入れて持ち歩くことが通常になったため、重い革
素材製品が避けられている。またブリーフケースの需要がバックパックにとって変わってい
る。

 百貨店として、富裕層をより獲得していきたい狙いがある。店内に富裕層をターゲット
として高級品展開の強化を図っていく。革製品の展開としては、「オーダーレザーショッ
プ」等を展開。主にエキゾチックレザーを主力としていて、百貨店として、富裕層獲得
強化の動きの一環である。

4．企業ヒアリング調査からの要点:業界別②





5．附表:アンケート表
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1．消費者アンケート表 :スクリーニング調査
SQ1．あなたは以下のファッション製品を購入する際に、素材はどの程度意識しますか。以

下のアイテム毎に下記の番号を選んでお答え下さい。 

① 革靴・パンプス          （   ） 

② スニーカー・カジュアルシューズ  （   ） 

② ハンドバッグ・ビジネスバッグ   （   ） 

③ トートバッグ・ショルダーバッグ  （   ） 

④ コート・ジャケット        （   ） 

⑤ パンツ・スカート         （   ） 

⑥ 財布               （   ） 

⑦ 手袋               （   ） 

 

 選択肢： ①強く意識する-②まあ意識する-③あまり意識しない-④全く意識しない 

 

SQ2．あなたは素材はどのような素材が好みですか、以下のアイテム毎に下記の番号から最

高 3 つまでお選び下さい。また好みの理由も教えて下さい。こちらも下記番号から最

高 3 つまで教えて下さい。          

                     素材        理由 

① 革靴・パンプス          （      ） （      ） 

② スニーカー・カジュアルシューズ  （      ） （      ） 

③ ハンドバッグ・ビジネスバッグ   （      ） （      ） 

④ トートバッグ・ショルダーバッグ  （      ） （      ） 

⑤ コート・ジャケット        （      ） （      ） 

⑥ パンツ・スカート         （      ） （      ） 

⑦ 財布               （      ） （      ） 

⑧ 手袋               （      ） （      ） 

 

⇒選択肢（素材）： 

① 綿・綿混  ②デニム  ③ウール・ウール混  ④カシミヤ・モヘア等高級ウール 

⑤ 麻・麻混  ⑥シルク・シルク混  ⑦天然皮革  ⑧合成皮革  ⑨天然ゴム   

⑩ 合成繊維（ポリエステル、ナイロン、レーヨン、合成ゴム、ポリウレタンなど） 

⑪ 毛皮  ⑫ その他（              ） 

 

⇒選択肢（理由） 

① 丈夫だから 

② 高級感があるから 

③ 汚れにくい・汚れが目立ちにくいから 

SQ3．あなたは革製品が好きですか 

① かなり好き ⇒Q4 へ、本調査へ 

② まあ好き ⇒Q4 へ、本調査へ 

③ どちらとも言えない ⇒Ｑ４へ、本調査へ 

④ あまり好きではない ⇒Q3-1 へ、 終了 

 

SQ3-1．あなたが革製品をあまり好きでない理由は何ですか 

  （                               ） 

 

SＱ4．以下は日本の革製品ブランドです。知っているもの,及び持っているもの全ての番号

をお書き下さい。 

⇒知っているブランド（                           ） 

⇒持っているブランド（                           ） 

 

① 三陽山⾧（靴） 

② 土屋鞄（カバン・財布） 

③ ソメスサドル(カバン・財布) 

④ オーツカ（靴） 

⑤ GANZO（カバン・財布） 

⑥ genten(カバン・財布) 

⑦ ワイルドスワンズ(カバン・財布) 

⑧ フジタカ（カバン・財布） 

⑨ 栃木レザー（革・小物） 

⑩ 万双（カバン・財布） 

⑪ キプリス（カバン・財布） 

⑫ 印傳屋（INDEN-YA）（カバン・財布） 

⑬ ウォームスクラフツマニュファクチャー（カバン・財布） 

⑭ ココマイスター（カバン・財布） 

⑮ Yuhaku（カバン・財布） 

⑯ 知っているブランドはない 
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1．消費者アンケート表:本調査

Q1．あなたは以下のファッションアイテムにおいて、革製品を持っているものにいくつで

も番号をお書き下さい。また、プレゼントとして革製品を送ったことがあるもの、及び

他素材製品より革製の製品の方が好きだと思うものについても、いくつでも番号をお

書き下さい。 

 

① ビジネスシューズ・パンプス 

② スニーカー・カジュアルシューズ 

③ ビジネスバッグ・ハンドバッグ 

④ トートバッグ 

⑤ 財布  

⑥ ジャケット・ジャンパー 

⑦ スカート・パンツ 

⑧ コート 

⑨ 手袋 

⑩ 帽子 

⑪ スマホカバー 

⑫ いずれも該当しない 

 

 ⇒革製品を持っているもの（                        ） 

 ⇒プレゼントとして革製品を送ったことがあるもの（             ） 

 ⇒他素材製品より革製品が好きだと思うもの（                ） 

 

Q2．Q1 において、持っている革製品を買い換える期間はどの程度ですか。下記から選択

してお答え下さい。 

 ⇒持っている革製品（       ） 

⇒持っている革製品（       ） 

⇒持っている革製品（       ） 

 

① 半年に 1 回程度  

② 1 年に 1 回程度  

③ 2 年に 1 回程度 

④ 3 年に 1 回程度 

⑤ もっと⾧い間隔で買い換える 

Q3．あなたは持っている革製品が壊れた場合、修理してまた使いますか、それとも買い換

えますか 

① 修理できる程度に関わらず、ほとんど修理をして使う 

② 修理できる程度に関わらず、修理して使う事の方が多い 

③ 修理できる程度に関わらず、買い換える事の方が多い 

④ 修理できる程度に関わらず、ほとんど買い換える 

 

Q4．あなたは革製品にどのような点を求めていますか。下記から最高 3 つまでお選び下さ

い。 

⇒（   ）（   ）（   ） 

 

① 重量感 

② 手触りの良さ 

③ 機能性（保温性・耐熱性など） 

④ 耐久性（破れにくい・刃物などを通しにくい等） 

⑤ 高級感・上質感 

⑥ 希少価値（量産できない）がある 

⑦ 匂いがよい 

⑧ 使っているうちに自身のサイズに合ってくる 

⑨ 使うほど表面に違う味が出てくる（経年変化を楽しめる） 

⑩ 手入れすれば⾧持ちする 

⑪ その他（                  ） 

 

Q5．あなたは革製品を購入する際に、その生産国（made in ○○）を意識しますか。 

① かなり意識する 

② まあ意識する 

③ あまり意識しない 

④ ほとんど意識しない 
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1．消費者アンケート表 :本調査
Q6．「革製品」の生産国としてはどの国のイメージが良いですか。そう思うものにいくつで

もチェックして下さい。また最も良いイメージの国を 1 つだけ挙げて下さい。 

 ⇒イメージの良い国（                           ） 

 ⇒最もイメージのよい国（       ） 

 

① イタリア 

② スペイン 

③ フランス 

④ イギリス 

⑤ ドイツ 

⑥ ポルトガル 

⑦ 北欧諸国 

⑧ 東欧諸国 

⑨ アメリカ・カナダ 

⑩ 中南米諸国 

⑪ 日本 

⑫ 中国 

⑬ 台湾 

⑭ 韓国 

⑮ ASEAN 諸国 

⑯ オーストラリア 

⑰ その他（            ） 

 

Q7．あなたは革製品を得意とする好きなブランドはありますか。あればどのブランドです

か。あれば最大 3 つまでお書き下さい。 

① ある ⇒ブランド名（        ）（        ）（        

② ない 

 

Q8．あなたは革製品と聞くと、どの程度の価格の製品をイメージしますか。シューズをイ

メージしてお答え下さい。また天然革製品と聞けばどの程度の価格をイメージします

か。それぞれ下記から 1 つだけお選び下さい。 

 

① 5,000～10,000 円程度 

② 10,000 円程度 

③ 15,000 円程度 

④ 20,000 円程度 

① 25,000 円程度 

② 30,000 円程度 

③ 30,000 円～50,000 程度 

④ 50,000 円～70,000 円程度 

⑤ 70,000 円～100,000 円程度 

⑥ 100,000 円以上 

 

 ⇒「革製品」をイメージした場合（    ） 

 ⇒「天然革製品」をイメージした場合（    ） 

 

Q9．あなたは革製品を購入する際に、「天然革（レザー）」と「合成革・人工革（フェイク

レザー）」を判別した上で購入していますか。 

① 全て判別した上で選択して購入している 

② 商品アイテムによって、判別して購入している 

③ ある程度判別できるが、製品が良ければそのあたりはあまり考えず購入している 

④ 判別できないので何ともいえない 

⑤ 判別できないし、出来なくても良いと思っている。 

 

Q10．どちらが好みですか。 

① 天然革  

② 合成革・人工革 

③ 特にどちらが好みということはない ⇒Q11 へ 

 

Q10-1．その理由を教えて下さい。 

   （                               ） 

 

Q11．あなたは以下の天然革の種類をどれだけ知っていますか、またどの種類の革が好みで

すか。いくつでもお選び下さい。 

① 牛革 

② 羊革 

③ 山羊革 

④ 豚革 

⑤ 鹿革 

⑥ 馬革 

⑦ カンガルー革 

⑧ バッファロー革 
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1．消費者アンケート表 :本調査
① バッファロー革 

② エキゾチックレザー 

③ いずれも知らない 

  

 知っている革（                            ） 

 好みの革  （                            ） 

 

Q12．あなたは「日本産天然革」を知っていますか 

① 知っている  

② なんとなく知っている  

③ 知らない ⇒Q14 へ 

 

Q12-1．「日本産天然革」と「外国産天然革」と比べてどちらが好みですか 

① 日本産天然革  

② 外国産天然革  

③ わからない ⇒Q14 へ 

   

  Q12-2．その理由を教えて下さい。 

  （                                  ） 

 

Q13．「日本産天然革」に対する認識・イメージを教えて下さい。（4 段階評価） 

 

              そう思う   まあ思う  あまり思わない  思わない 

① 仕上げが丁寧   

② 丈夫 

③ 機能性に優れている 

④ 風合いが良い 

⑤ 表面が綺麗 

⑥ 高級感がある 

⑦ 特殊な仕上げが出来る 

⑧ 海外の高級革に比べると 1 ランク落ちる 

 

Q14．あなたは「エコレザー」を知っていますか 

① 知っている 

② 聞いたことがある程度 

③ 知らない  

Q15．「エコレザー」を使った製品があれば興味ありますか 

① 興味ある、見てみたい 

② 興味はあるが、見てみないと何ともいえない 

③ 興味はそれほどないが、環境に良さそうなイメージは伝わる 

④ 興味ない 

 

Q16．技術的に可能であれば、天然革にどのような特性があればよりよいと思いますか。 

下記から該当するものいくつでもお選び下さい。 

① 耐久性（破れない、刃物などを通しにくい等）により優れている 

② 伸縮性により優れている 

③ 保温性がより高い 

④ 肌触りがよりよい 

⑤ 吸湿性・放湿性により優れている 

⑥ 耐熱性により優れている 

⑦ 軽い革 

⑧ 耐色性（色落ちしない）がある 

⑨ 通気性がある 

⑩ 耐水性がある 

⑪ 耐カビ性がある 

⑫ 劣化（ひび割れ等）しにくい 

⑬ 処分品を自然に帰すことが出来る（環境問題に対応している） 

⑭ その他（                        ） 

 

Q17．あなたは「アニマルフリー」という言葉を知っていますか。知っていればそれを意識

していますか 

① 知っている、意識している 

② 知っているがあまり意識しない 

③ 知らない 

 

Q18．あなたは「革」及び「革製品」に関する知識や話題について、情報サイトやブログ、

SNS 等で見ることはありますか 

① ある ⇒見る情報サイト名及びブログ、SNS 名（             ）

② ない ⇒Q19 へ 

 

Q18-1．それを見ている目的を教えて下さい。 

（                                 ） 
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2．企業アンケート表①

Q1．貴社の主力製品とその中心価格を教えて下さい。
⇒アイテム名： （ ）
⇒価 格 帯： （ ）

Q2．貴社で扱っている貴社の主力製品のうち、革製（天然皮革）の比率は
どの程度ありますか
⇒（ ）％程度

Q2-1．（「0％」の回答に対し）今後天然皮革を使用する意向はありますか
⇒①ある ②ない

Q3．その比率はここ数年で増加していますか、減少していますか
⇒①増えている ②減っている ③変わらない
⇒その理由は何ですか： （ ）

Q4．Q1 で回答していただいた革製（天然皮革）のうち日本産革の比率は
どの程度ありますか。
⇒（ ）％程度

Q4-1．（「0％」の回答に対し）今後日本産革を使用する意向はありますか。
⇒①ある ②ない

Q5．その比率はここ数年で増加していますか、減少していますか
⇒①増えている ②減っている ③変わらない
⇒その理由は何ですか： （ ）

Q6．日本産革を使用していない理由を教えて下さい。
⇒ （ ）

Q7．よく使用している外国革はどこの国の革でしょうか。
⇒①イタリア ②スペイン ③アメリカ ④ドイツ ⑤イギリス ⑥フランス ⑦中
国
⑧韓国 ⑨台湾 ⑩ASEAN 諸国 ⑪オーストラリア ⑫中南米諸国 ⑬アフリカ諸
国⑭その他（ ）

Q8．その国の革を使用している理由を教えて下さい。
⇒①価格が安い ②風合いがよい ③軽い ④発色がよい ⑤表面がよい ⑥納期
が守られる ⑦製品の生産地からの革調達が基本 ⑧その他（ ）

Q9．一般的に革素材選びの基準は何ですか。重要視する順を教えて下さい。
⇒①価格 ②色合い ③耐久性 ④重量 ⑤機能性 ⑥風合い ⑦高級感 ⑧その他
（ ）

Q10．使用している外国革と日本産革を比較したことがありますか。どのよ
うな違いを感じますか。あれば日本産革の優位性を教えて下さい。
⇒①ある ②ない
⇒（ある場合）日本革と外国側の違い： （ ）
⇒（ある場合）日本革の優位性： （ ）

Q11．現在、取引先（ユーザー）からどのような革製品が望まれていますか。
⇒ （ ）

Q12．現在、天然皮革と合成皮革と比べると、どちらがより取引先（ユー
ザー）に望まれていますか。
⇒①天然皮革が多い ②合成皮革が多い ③半々くらい

Q13．天然皮革製品の優位性は何だと思いますか。
⇒ （ ）

Q14．天然皮革製品に対するクレームで最も多いことは何ですか。
⇒ （ ）

Q15．今後どのような革素材を使ってみたいと思いますか。
⇒①牛革 ②羊革 ③豚革 ④馬革 ⑤その他（ ）

Q16．可能であれば、革素材にどのような機能性があればよりよいと思いま
すか。
⇒①より軽い ②より強い耐久性（ひび割れしない、破れない等） ③伸縮性
④保温性⑤耐色性（色落ちしない） ⑥通気性 ⑦肌触りの良さ ⑧保湿性 ⑨
その他（ ）
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2．企業アンケート表②

Q17．あなたは「アニマルフリー」という言葉を知っていますか。
知っていればそれを意識していますか
⇒ ①知っている、意識している ②知っているがあまり意識しない ③知ら
ない

Q18．あなたは「革」に関する知識や興味について、ブログや SNS 等で
見ることはありますか。
またそれを見ている目的は何ですか
⇒①ある ②ない
⇒（①あるの場合）目的： （フリーアンサー）

Q19．あなたは天然革素材を使った製品を得意とする好きなブランドはあ
りますか。
あればどのブランドですか
⇒①ある（ブランド名： ） ②ない

Q20．あなたは持っている革製品が壊れた場合、修理して使いますか、そ
れとも買い換えますか。
⇒①修理して使う事が多い ②買い換える事が多い

Q21．以下の革製製品を買い換える期間はどの程度ですか。
⇒革靴・パンプス
⇒スニーカー
⇒ビジネスバッグ・ハンドバッグ
⇒財布
⇒ジャケット・ジャンパー
選択肢：①半年に 1 回程度 ②1 年に 1 回程度 ③2 年に 1 回程度 ④3 年に

1 回程度 ⑤もっと⾧い間隔で買い換える
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