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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 3 年度事業の概要 
令和 3 年度においては、以下の事業を基軸に、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 
2.1.1. 全国百貨店での「日本革市」開催 
「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、

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）、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）、高松三越（香川県高松市内町 7-1：
店舗面積 26,948 m2）、池袋東武（東京都豊島区西池袋 1-1-25：店舗面積 82,963 m2）、福屋

広島駅前店（広島県広島市南区松原町 9-1：店舗面積 40,825 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）、静岡伊勢丹（静岡県静岡市葵区呉服町 1-
7：店舗面積 22,968 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）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 

うすい百貨店 令和 3 年 6 月 2 日（水）～6 月 15 日（火）（14 日間） 
トキハ百貨店 令和 3 年 6 月 17 日（木）～6 月 22 日（火）（6 日間） 
高松三越 令和 3 年 8 月 25 日（水）～8 月 30 日（月）（6 日間） 
池袋東武 令和 3 年 9 月 9 日（木）～9 月 15 日（水）（7 日間） 
福屋広島駅前店 令和 3 年 9 月 23 日（木・祝）～9 月 28 日（火）（6 日間） 
小倉井筒屋 令和 3 年 11 月 12 日（金）～11 月 23 日（火・祝）（12 日間） 
静岡伊勢丹 令和 3 年 11 月 17 日（水）～11 月 23 日（火・祝）（7 日間） 
新潟伊勢丹 令和 3 年 12 月 15 日（水）～12 月 20 日（月）（6 日間） 
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2.1.2. PR 展示 
令和 2 年度同様に国産天然皮革の魅力を伝えるために「日本革市」会場内に装飾展示物

を設置し、一般消費者・来場者に国産天然皮革の魅力をダイレクトに訴求した。 
 

（１） 「革三大産地」展示 

 
（２） 「製品と革素材のコラボ」展示 

 
（３） デジタルサイネージ 
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2.1.3. 新型コロナウイルス 
令和 2 年度同様に、国、地方自治体、小売団体の感染防止対策を参照し、「日本革市」独

自の『新型コロナウイルス感染防止対策に関する業務ガイドライン』を遵守し感染対策を徹

底した上で開催した。 
4 月の日本タンナーズ協会プロモーション委員会にて、百貨店が開催意向を示す限り「日

本革市」を開催するとの判断が下されたため、東京都をはじめとする一部地域で緊急事態宣

言または蔓延防止等重点措置発出中であったが、うすい百貨店、トキハ百貨店、高松三越、

池袋東武、福屋広島駅前店で予定通り開催した。 
緊急事態宣言または蔓延防止等重点措置発出地域からの出展社、施工スタッフ、事務局は

PCR 検査を受け陰性であることを証明した上で PR 活動に従事した。 
 
【新型コロナウイルストピックと「日本革市」の動向】 
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2.2. 「日本革市」Web サイトリニューアル 
「日本革市」Web サイトは、皮革素材から作りまでメイド・イン・ジャパンの製品を集

めた「ジャパン・レザー・ポータルサイト」を目指し、8 月 20 日にリニューアルした。 
各ページのデザインを変更するとともに、一般消費者を意識した Web サイトとするため、

日本産革を使用した製品を紹介する「ジャパンレザーアイテム」と、タンナー様・メーカー

様取材記事や特集記事を通じて国産天然皮革素材や製品の魅力をお伝えする「革市通信」を

新設し、定期的に更新を行った。 

  
「日本革市」Web サイト トップページ 
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2.3. B to B 向け展示会事業 
新たな販路開拓や需要拡大を目的とし、B to B 向けの国内最大のファッション展示会で

ある「ジャパンファッション EXPO」に出展した。出展に際しては SDGs【Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）】の要素を活用しながら、皮革素材がその要素

に沿った有用な素材であることを訴求した。 
「ジャパンファッションEXPO」では、生地素材エリアにて最大規模である 6 小間（97.2 ㎡）

で出展し、素材から製品まで高品質な Made in Japan であることを装飾展示で訴求し、出

展タンナー様自らが直接 PR することで日本産革の周知と需要拡大を図った。 
また、皮革素材の展示だけではなく、製品と一緒に展示することで来場者のニーズを満た

し相乗効果が期待できるという観点から、昨年に続き東日本バッグ工業組合様にご協力い

ただき展示革を使用した製品を展示サンプルとして製作した。さらに、「ジャパンファッシ

ョン EXPO」終了後に開催された新潟伊勢丹での「日本革市」において、展示サンプル製品

を製作したメーカー様に出展いただき、出展タンナー様とのコラボレーションで制作した

製品をご紹介した。 
 
展示会名：ファッションワールド東京 2021 秋内「ジャパンファッション EXPO」 
開催期間：令和 3 年 10 月 18 日（月）～10 月 20 日（水）≪3 日間≫ 
開催時間：10:00～17:00 
開催場所：東京ビッグサイト 
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3. 事業結果 
3.1. 全国百貨店とのコラボイベント事業 
3.1.1. うすい百貨店とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 6 月 2 日（水）～6 月 15 日（火）14 日間 
開催場所 ：1 階中央ホール（約 30 坪） 
来場者数 ：9,150 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 4 社】有限会社 清川商店/株式会社 DIECI-LABO/有限会社 中澤/株式

会社 パーリィー  
【後半 4 社】エールック株式会社/株式会社 Charis Plus/株式会社 三竹産業/レ
リップ株式会社 
（計 8 社） 

タンナー名：イサム製革/浦上製革所/株式会社 小笠原染革所/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 ごとう製革所/株式会社 山陽/島田製革工業

所/栃木レザー株式会社/中嶋皮革工業所/西村皮革工業所/VL.ナカシマ株式会

社/株式会社 藤岡勇吉本店/松岡皮革/松真化製工業/株式会社 モリヨシ/湯浅皮

革工業所（計 18 社） 

 

 
会場風景 
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アンケート結果（n=754） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 革製品は重いイメージがあるが、最近は軽い物もあるので実際手に取ってみられるの

で良いと思います。(50代 女性) 

 密にならず、ゆったりと見る事ができて良いと思います。(50 代 女性) 

 いつも活気があって、この時期特に元気をいただけます。(70 代以上 女性) 

 やわらかな手ざわりと色のバリエーションが多く楽しんで見られました。ありがとう

ございます。(60 代 女性) 

 毎年楽しみにしています。実際に作っている方のお話をうかがうことができ、製品によ

り一層愛着がもてます。職人さんに感謝して、大切に使います。(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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.1.2. トキハ百貨店とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 6 月 17 日（木）～6 月 22 日（火）6 日間 
開催場所 ：8 階南催し場（約 100 坪） 
来場者数 ：3,492 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/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 Product/株式会社 
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 三竹産業/株式会社 リーブス/レリップ

株式会社（計 13 社） 
タンナー名：イサム製革/株式会社 インペックス/浦上製革所/株式会社 小笠原染革所/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 三昌/島田製革工業

所/シンヤ工業所/墨田革漉工業株式会社/大喜皮革株式会社/栃木レザー株式会

社/中嶋皮革工業所/西村皮革工業所/株式会社 ニッタ/VL.ナカシマ株式会社/
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/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=284） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 品の多さに驚きました。(60 代 女性) 

 しっかりした製品が多いなと思った。予想以上にカラフルで楽しいと思った。(50代 女

性) 

 良いものを長く使えるところが革の良さだと思います。バッグ、大切にします。(50 代 

男性) 

 老化による自分にあった機能をもつ製品をなかなか見つけられなかったけど、今日は

良かったです。(70 代以上 性別無回答) 

 説明が大変熱心で良かったです。(70 代以上 男性) 

■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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.1.3. 高松三越とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 8 月 25 日（水）～8 月 30 日（月）6 日間 
開催場所 ：新館 5 階催物会場（約 135 坪） 
来場者数 ：2,166 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 ：合同会社 エイチ/エールック株式会社/株式会社 Charis Plus/株式会社 京でん

/有限会社 清川商店/株式会社 chi.wata/株式会社 ティックワールド/株式会

社 DIECI-LABO/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/株式会社 リーブス/レリップ株式会社（計 13 社） 
タンナー名：イサム製革/株式会社 インペックス/浦上製革所/株式会社 小笠原染革所/株式

会社 金田製革所/金俊製革所/株式会社 ごとう製革所/坂本商店/株式会社 三
昌/株式会社 山陽/島田製革工業所/墨田革漉工業株式会社/栃木レザー株式会

社/中嶋皮革工業所/中村製革所/西村皮革工業所/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/株式会社 ヤマクニ/湯浅皮革工業所 （計 25 社） 

  

   
会場風景 



 
令和 3 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 

 

-11- 

アンケート結果（n=366） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 コロナのため、間隔が確保されて展示されているが、安心してゆっくり製品を見ること

ができる。(20 代 女性) 

 革のいいにおいがして心地よかった。使いやすさにこだわった製品が多くあって選ぶ

選択肢が増えた。(40 代 女性) 

 見たことのない質感や色の革小物があって楽しかった。(50 代 女性) 

 毎年楽しみにしています。去年はバッグ、今年はキーケース、とても良い製品に出会え

てとても嬉しいです。また来年も楽しみにしています。(50 代 女性) 

 インスタグラムで見ていて気になったバッグがあり、思った通りの製品で嬉しかった。

デザイナーの方ともお会いできて、さらに親近感がわきました。(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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.1.4. 池袋東武とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 9 月 9 日（木）～9 月 15 日（水）7 日間 
開催場所 ：B1F 1 番地 マルチスクエア（約 45 坪） 
来場者数 ：6,810 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/有限会社 清川商店/株式会社 高屋/有限会社 中澤/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：浦上製革所/株式会社 小笠原染革所/金俊製革所/株式会社 金田製革所/株式会

社 キタヤ/協伸 株式会社/有限会社 コンツェリア多田/株式会社 山陽/栃木レ

ザー 株式会社/株式会社 ニシノレザー/西村皮革工業所/株式会社 ニッタ/VL. 
ナカシマ 株式会社/株式会社 藤岡勇吉本店/松真化製工業/宮内産業株式会社/
湯浅皮革工業（計 17 社） 

 

  

 

  会場風景 
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アンケート結果（n=439） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 オープンスペースで開かれているので安心しておじゃましました。もっと日本産の革

の存在をアピールできるイベントがあればいいのにと思いました。(50 代 女性) 

 製作過程が見たい。(60代 男性) 

 地元姫路の革が出ていることを知り見に来ました。地元の誇りでもあるので革産業は

頑張ってほしいです。(40 代 男性) 

 規模の大きさの割に多数の製品が見られて感動しました。職人さん頑張って下さい。

(40 代 女性) 

 革製品に興味があるので、非常に楽しく過ごせました。職人の方の話をお聞きするだけ

で勉強になりました。(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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.1.5. 福屋広島駅前店とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 9 月 23 日（木・祝）～9 月 28 日（火）6 日間 
開催場所 ：6 階マルチの広場（約 60 坪） 
来場者数 ：4,164 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/株式会社 KAZINO leather works/株式会社 Spica 

Products/株式会社 chi.wata /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（計 8 社） 
タンナー名：イサム製革/株式会社 小笠原染革所/株式会社 山陽/島田製革工業所/シンヤ工

業所/墨田革漉工業株式会社/大喜皮革株式会社/栃木レザー 株式会社/株式会

社 ニッタ/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 15 社） 
 

 

 

  
   

会場風景 
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アンケート結果（n=505） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 非常に楽しく見させて頂きました。新しい発見や見たことのない作りの製品を見るこ

とが出来て、僕の中の知識も広がりました。革製品は大好きなのでまた来たいです。(30

代 男性) 

 今回通りがかりに寄らせていただきました。対応もとても親切で温かい雰囲気で、とて

も満足しております。常設の展示にしていただいたら、とても嬉しいです。とても良い

お品物を拝見することができました。ありがとうございます。(50 代 女性) 

 革素材は重いイメージでしたが触ってみて軽量で驚いた。(70 代以上 女性) 

 それぞれのメーカーの方のお話が聞けて楽しかったです。(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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.1.6. 小倉井筒屋とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 11 月 12 日（金）～11 月 23 日（火・祝）12 日間 
開催場所 ：本館 8 階催場（約 40 坪） 
来場者数 ：10,365 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/株式会社 Charis Plus/有限会

社 清川商店/株式会社 ハートビート/ハタブネコンサルティング株式会社/株
式会社 三竹産業 
【後半 6 社】合同会社 エイチ/エールック株式会社/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 リーブス 
（計 12 社） 

タンナー名：イサム製革/株式会社 インペックス/浦上製革所/オールマイティ/株式会社 小
笠原染革所/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 ご
とう製革所/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/中嶋皮革工業所/西村皮革工業所/VL.ナカシマ株式会社/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/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=676） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 革のやわらかさ、軽さに驚きました。手入れの仕方も教えて頂きありがとうございます。

(40 代 女性) 

 久しぶりに楽しかったです。いのししの革製品を初めて拝見し、SDGs 視点でも勉強に

なりました。(30 代 女性) 

 いろいろな産地の製品が見られて良かった。(40 代 男性) 

 製品と素材のパーツを一緒に展示されているので、1 つ 1つとても丁寧に作られている

ということがよく伝わってきました。(40 代 女性) 

 革を使ったことがなかったので、今後使ってみようと思った。(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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.1.7. 静岡伊勢丹とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 11 月 17 日（水）～11 月 23 日（火・祝）7 日間 
開催場所 ：8 階プロモーションⅠ・Ⅱ（約 61 坪） 
来場者数 ：6,798 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/エールック株式会社/株式会社 KAZINO 

leather work/有限会社 清川商店/株式会社 ティックワールド/株式会社 ふく

江/株式会社 三竹産業/レリップ株式会社（計 8 社） 
タンナー名：イサム製革/石井商会/浦上製革所/株式会社 小笠原染革所/金俊製革所/株式

会社 金田製革所/株式会社 三昌/栃木レザー株式会社/中嶋皮革工業所/西村皮

革工業所/株式会社 ニッタ/VL.ナカシマ株式会社/株式会社 藤岡勇吉本店/松
真化製工業/株式会社 モリヨシ/湯浅皮革工業所（計 16 社） 

 

 

 

  会場風景 



 
令和 3 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 

 

-19- 

アンケート結果（n=286） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 今まで革製品は近づきづらいイメージであったけど、実際に手に取って見てみると、デ

ザインも機能性も良かった。保管が難しい、大人向けの製品が多いという考えから、世

代を問わず誰でも使いやすいものが多くあると気づくことができた。(20 代 女性) 

 いいものを目にすることができてすごくよかった。次回も来てみたい。製品のそれぞれ

のメーカーの人が“ワンチーム”で対応してくれて日本の革を PR しようという意気込

みを感じた。(60 代 女性) 

 革の加工方法など初めて知ることが多かった。色が今まで見た革製品とは別物ですば

らしかった。(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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.1.8. 新潟伊勢丹とのコラボイベント事業 
 
開催期間 ：令和 3 年 12 月 15 日（水）～12 月 20 日（月）6 日間 
開催場所 ：6 階催物場（約 120 坪） 
来場者数 ：6,216 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 ：合同会社 エイチ/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 chi.wata/有限会社 中澤/有限会社 野村製作所/株式

会社 パーリィー/株式会社 三竹産業/有限会社 ミヤ・レザークラフト（計 10
社） 

タンナー名：イサム製革/浦上製革所/株式会社 エセカ/エルヴェ化成株式会社/オールマ

イティ/株式会社 小笠原染革所/カドヤ商店/金俊製革所/株式会社 金田製革所

/金田染革所/株式会社 キタヤ/キモト・レザーワークス株式会社/株式会社 山
陽 /シマダ化製所 /有限会社  新喜皮革 /墨田革漉工業株式会社 /有限会社 
T.M.Y's/栃木レザー株式会社/中嶋皮革工業所/西村皮革工業所/VL.ナカシマ株

式会社/株式会社 藤岡勇吉本店/松真化製工業/株式会社 マルヒラ/株式会社 
モリヨシ/湯浅皮革工業所（計 26 社） 

 

 
会場風景 
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アンケート結果（n=337） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
■自由記入項目回答（一部抜粋） 
 毎年楽しみにしています。今後も続けて開催して下さい。(50 代 女性) 

 毎年少しずつラインナップが変わっていくのが楽しみのひとつです。特に最近は革の

カラーバリエーションが多く、目で見て楽しいです。(30代 女性) 

 初めて来ましたが、とても見ごたえがありました。どの出展社さんも詳しく説明してく

ださりとても嬉しかったです。ステキなバッグがありました。(30 代 女性) 

 以前に手に入れたものについても教えていただきありがたかったです。(50 代 女性) 

 仕事用のバッグ、主人のベルトなど、以前手に入れたものはどれも品質が良く長持ちし

ている。また来場したい。(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。 

■展示物の中で一番気になったものはど

ちらですか。 

■「日本産の革」を証明するマーク（タグ）がつ

いている製品に対して安心感をえられますか。 
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3.2. 「日本革市」Web サイトリニューアル 
3.2.1. 「日本革市」Web サイトトップページ 

「日本革市」Web サイトのトップページは一般消費者を意識したデザインとし、以下の

ような構成とした。 
 

メインバナー 
スライド表示。画像が

自動で動き、クリック

するとそれぞれのリン

ク先に遷移 

ジャパンレザーアイテム 
製品は約 15 分毎にランダ

ムに入れ替わる。アイテ

ムをクリックすると各製

品の詳細ページに遷移 

メーカー様、タンナー様

取材記事のご紹介 

「日本革市」開催情報 
「日本革市」開催実績

ページへ遷移 
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革市通信 
「取材記事」、「特集記事」を

掲載 

革の基礎知識 
令和 2 年度に公開した、革の

基礎知識ページへ遷移 
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3.2.2. ジャパンレザーアイテム 
 「ジャパンレザーアイテム」ページを新設し、令和 2 年度、令和 3 年度の「日本革市」に

出展した製品メーカーのジャパンレザーを使用した代表的な製品をご紹介した。詳細ペー

ジでは製品に使用しているタンナー様名を掲載し、取材済みの場合は取材記事ページ、未取

材の場合はオフィシャルサイトへ遷移できるようにした。また、各製品メーカーのサイトへ

遷移できるようにした。 
 

【ジャパンレザーアイテム_トップページ】 

 
  

カテゴリーごとに製品を表示。ク

リックすると詳細ページを表示 

用途に応じて下記の条件にて 
検索が可能 
 カテゴリーから探す 
 色から探す 
 シーン・用途・機能から探す 
 革の種類から探す 
 メーカーから探す 
 タンナーから探す 
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【ジャパンレザーアイテム_詳細ページ（例）】 

  

製品情報 

メーカーサイトへの

クリックボタン 

製品のご紹介文 

メーカー様取材記事 
この製品のメーカー様

取材記事へ遷移 

タンナー様取材記事 
製品に使用した皮革素

材のタンナー様取材記

事へ遷移 

製品に使用している

タンナー様名 
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3.2.3. 革市通信 
ジャパンレザーや日本産革を使用した製品の魅力をお伝えする「革市通信」を新設した。

「革市通信」はタンナー様、メーカー様の取材を通じてジャパンレザーや革製品への想いを

お伝えする「取材記事」と、日本産革を使用した革製品の魅力をお伝えする「特集記事」の

2 種類を時期に合わせて定期的に公開した。 
 

【革市通信_トップページ】 
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3.2.4. Web サイト広告 
【Google リスティング広告】 
リスティング広告（検索連動型広告）は、検索エンジンにユーザーが検索したキーワード

に連動して表示される広告です。 

〈出稿例〉                〈上位検索キーワード〉 
 
 
 
 
 
 
 
表示回数 ：  131,354 回（2022 年 1 月 15 日時点） 

クリック数：   7,383 クリック 
 
【Facebook トラフィック広告】 
 トラフィック広告は、広告をクリックした人に対して、Web サイト上の任意に指定した

URL 先に誘引する広告。「ジャパンレザーアイテム」のメインページや「財布・小物の一覧」、

「バッグの一覧」、「シューズの一覧」などを PR。 
 
クリック数     ：   69,932 クリック（2022 年 1 月 15 日時点） 
インプレッション数 ： 1,903,163 回 ※広告が画面に表示された回数 
 
〈出稿クリエイティブ例〉               〈誘引先のページ例〉 

  

キーワード クリック数 表示回数
1 本革 財布 553 8,871
2 レザー 財布 498 7,712
3 皮 の バック 342 6,754
4 バッグ ブランド 330 7,906
5 牛革 財布 275 4,592
6 革製品 小物 272 3,423
7 レザー 通販 266 5,544
8 財布 革 251 4,364
9 革 小物 251 3,655

10 革製品 財布 222 3,735
11 カバン ブランド 167 3,608
12 皮 ケース 160 2,575
13 ハンドバッグ ブランド 159 4,057
14 トート バッグ 人気 158 2,609
15 本革 154 3,553
16 バッグ 人気 146 2,564

2021/08/20 - 2022/01/15
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3.3. Japan Leather Pride「日本革市」Facebook ページ運用と広告 
3.3.1. Facebook ページ運用 
国産天然皮革 PR と「日本革市」開催情報を 

ユーザーへ訴求するため、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」の運用を実施した。 

 
3.3.2. Facebook ページ概要 
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 
投稿数      ：361 本（2022 年 1 月 15 日時点） 
リーチ数    ：4,749,217 リーチ 
 ※Facebook ページのコンテンツを見た人の数 

ページへのいいね：15,097 人（2022 年 1 月 15 日時点） 
【利用者層】 
〈年齢と性別〉 
 
 
 
  

▲Facebook ページトップ 

※利用者層（ページへのいいねをして

いる人）のデータは、Facebook 利用

者が Facebook プロフィールに入力

した年齢や性別などのさまざまな要

素に基づいて集計されたものです。

なお、この指標は推定値です。 

〈上位の市区町村〉 
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3.3.3. 投稿内容 
2021 年 4 月 1 日から 2022 年 1 月 15 日にかけて、89 本の投稿を行った。投稿の内容

は、日本革市公式ウェブサイトのコンテンツを中心に、「日本革市」開催告知と開催風景

や「革市通信」を紹介した。 
 
≪「日本革市」開催告知と開催風景の紹介例≫ 

  

 
≪タンナー様と製品メーカー様の取材記事、「革市通信」の紹介例≫ 
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3.3.4. 「ページへのいいね=（ファン）」の獲得について 
日本革市公式アカウント Facebook のページに「いいね」を登録したユーザーを「ファン」

とする。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 ページに「いいね」を登録する。 
「日本革市」そして国産天然皮革に興味のある方に向けて、情報を発信することができる

ため、ファンを増やすことは Facebook ページの運用においては重要な指標となる。 
今年度は 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 1 月 15 日までの期間にファンが 3,019 人増加

し、15,000 人を達成した。 

 
 

3.3.5. 「日本革市」開催エリアへ向けた広告の配信 
「日本革市」開催 1 日前より開催終了日ないし終了前日まで、百貨店商圏エリアのユーザ

ーに向けた広告を配信した。配信した広告は、Facebook ページのみならず、Instagram に

おいても展開されるため、より多くのユーザーに訴求することが可能です。 
配信期間 日本革市 リーチ エンゲージメント 

6/1~6/14 うすい百貨店 257,406 452 

6/16~6/21 トキハ百貨店 201,906 278 

8/24~8/29 高松三越 361,553 366 

9/8~9/15 池袋東武 609,464 202 

9/22~9/28 福屋駅前店 105,447 362 

11/11~11/23 小倉井筒屋 280,017 312 

11/16~11/22 静岡伊勢丹 199,509 261 

12/14~12/19 新潟伊勢丹 38,865 1,861 
 
※新潟伊勢丹の広告配信では、日本革市の認知に加えて広告を実際にクリックするユーザーなど、日本革 
市に興味のある親和性のあるユーザーに重点を置いたため、リーチ数は相対的に低いが、それに対して 
エンゲージメントは高い結果となっている。 

▲配信広告例 
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3.4. BtoB 向け展示会事業 
3.4.1. 出展社 
（１） 選定会 
出展希望タンナー様の選考と日本産革素材を使用したサンプル製品化を行い、展示会に

出展可能な企業の取りまとめをお願いした、東日本バッグ工業組合様（6 月 22 日名称変更）

の協力のもと、令和 3 年 4 月 16 日（金）に東京文具共和会館にて行われた。応募タンナー

様 11 社の中から厳正なる審査の結果 8 社が決定した。 

  
 

（２） 出展社一覧 
本事業は以下の、タンナー様 8 社、メーカー様 4 社の参加を基軸に展開した。メーカー

様 1 社につき 2 社のタンナー様の展示革を用いて製品を製造し、革と製品を一緒に展示す

ることで日本産革の魅力をより訴求した。 
 

出展タンナー様 展示品製作協力メーカー様 

カドヤ商店 
有限会社 清川商店 

キモト・レザーワークス株式会社 
金田染革所 

有限会社 野村製作所 
有限会社 T.M.Y’s 
エルヴェ化成株式会社 

株式会社 パーリィー 
有限会社 新喜皮革 
オールマイティ 

有限会社 ミヤ・レザークラフト 
株式会社 山陽 
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（３） スワッチ 
出展タンナー様 8 社の会社案内と、展示革を添付したスワッチ（サンプル台紙）を兼ねた

パンフレットを作成しご来場者に配布した。 
【一例】 
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3.4.2. SDGs 訴求パネル 
タンナー様のサステナビリティへの取り組む姿勢の広報は、タンナー様が製造工程の中

でこれまでに培ってきた環境保全や地域社会への貢献を SDGs【Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）】のターゲットと照らし合わせ、皮革産業における SDGs 要

素を反映した空間づくりの一環として「SDGs 訴求パネル」を展示表現することで来場者に

向けて広く PR し、天然の皮革素材を高付加価値なものとして認知させることを期待した。 
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3.4.3. 開催結果 
ファッションワールド東京 2021 秋内「ジャパンファッション EXPO」に、令和 3 年 10

月 18 日（月）～20 日（水）までの 3 日間出展し、日本産革の PR を行った。 
また、日本タンナーズ協会プロモーション委員会より中嶋幹夫委員長、泉正子副委員長、

伊藤達雄委員、髙谷浩司業務部長に会場にお越しいただき、現場視察、及び出展社との意見

交換を行った。 
 
（１） 来場者数 
ファッションワールド来場者数 ：19,383 名  
ブース来場者数        ：4,008 名  
名刺獲得枚数         ：520 枚  
スワッチ配布枚数       ：1,599 部  
  
 

【日別来場者数】 

 
 

【主な来場者（関係者）】 
経済産業省 製造産業局 生活製品課長                永澤剛様 
経済産業省 製造産業局 生活製品課 課長補佐（皮革・皮革製品担当） 斉藤雅彦様 
経済産業省 製造産業局 生活製品課 皮革係長  高橋貴幸様 
経済産業省 製造産業局 生活製品課 皮革製品係   田村駿介様 

 
（２） 名刺獲得企業一覧 
【名刺獲得企業様の業種内訳】 

 

入場者数 曜日 天気
10:00～
11:00

11:00～
12:00

12:00～
13:00

13:00～
14:00

14:00～
15:00

15:00～
16:00

16:00～
17:00

合計

10月18日 月 晴 120 96 84 300 264 240 60 1,164

10月19日 火 曇 168 204 144 300 204 132 120 1,272

10月20日 水 晴 204 228 144 264 312 240 180 1,572

492 528 372 864 780 612 360 4,008合計
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（３） 開催風景 

 

 

 

 

 

  

開催風景 

出展ブース全景 

出展ブース全景 
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3.4.4. 出展社アンケート結果 
開催終了後に各出展社様にアンケート調査票をお送りし、出展の成果、感想、改善点等に

ついてご意見を頂戴した。 
（１） 出展タンナー様 
1. 出展成果等について 

 
2. 自社展示革の中で、来訪者がどの様な革に注目が高かったですか？また、その理由は何

でしたか？ 
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3. 来訪者がどのような革を求めていると感じましたか？ 
・来訪者によって様々だった。すぐに手に入る修繕用の革素材を探している、少量なのに工

場から直接安く仕入れたい、などの要望があった。 
・他には無いような珍しいものや、謳い文句が言いやすいもの、またサステナビリティとの

関わりが深いもの。 
・サステナブルな素材を探されていると感じた。 
・「革」を求めるというより、制作するプロダクトにマッチングする要素のある素材を探し

ているような人達が多かったと感じた。 
・来場者の動きをみると、まずサステナブルエリアから人が混み始めそこから皮革ブースに

来るので予想していた流れと反対になっていた。打ち合わせでもエコやサステナブルは

必ず出るので今後は更にそれに即した革が必要と感じる。しかしながら、それらはファッ

ションという点で企画やデザイナーにはまだまだ物足りない様で、何か新しいモノはな

いかと貪欲。機能性とファッション性、そこにサステナブルの話題性を兼ね備えた革と難

しい要求。 
・小物などに使う革。目を引く革。 
・クロームフリー、メタルフリーの革。小ロットで買える革。 
・各タンナーの主力製品の安定生産、安定供給。 
 
4. 1 社あたりの皮革素材展示スペース、ブースレイアウトやデザインはいかがでしたか。 
（1 社あたりの皮革素材展示スペースについて） 
・適当であると思う。 
・適切な大きさだと思う。 
・昨年と比較して、大きく良かった。 
・適当であった。 
・展示数や配布資料等を置くスペースの増設など前回より使い勝手が良くアピール性が増

し、来場者の対応には問題ない大きさ。 
・革を展示するスペースはちょうど良い大きさだった。 
・程よいスペースだった。 
・もう少し広く出来ないか。 
 
（ブースレイアウトやデザインについて） 
・枠組みや床など明るい色のほうが印象がいいと思う。 
・サステナビリティの展示会だったので、ポップやパンフレット、立て看板などブースを見

てすぐに分かるような見せ方が良いと思った。 
・円形の方が見やすいのかなと思う。カッコイイイメージよりもクリーンなイメージでも良

かったような気がする。 
・全体的に暗く重く未来感がない。10 年前とさほど変化していない。 
・真ん中に立ちテーブルは必要か？と思っていたが、これが資料整理する場所に非常に便
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利。各社椅子を 2 脚ずつ配布されたので 1 セットテーブルでも対応出来てよい。 
・もう少し明るく見えたら良かったと思う。 
・革は副産物です。のパネルを、一番目立たせるような、革よりも先にメッセージが目に入

るレイアウトにしたら良かったなと思った。 
・荷物の収納スペースの確保。展示素材が A/W カラーため、柱、床を白系にして欲しい。 
 
5. スワッチの印象（デザイン、大きさ、取材記事など）はいかがでしたか？改善点等があ

ればお書き下さい。 
・スワッチはデザインを新しくしてほしい。革見本のカットは小さくてわかりにくい。 
・文字や言葉のチョイス、表現方法がとても良かった。 
・スワッチの大きさについては、コンパクトなサイズも良いと思う。 
・良い仕上がりだった。 
・皮革スワッチ帳が会社紹介を兼ねている限られた枠の中で、情報が良く集約出来ている。

通常はスワッチのみで各品目で纏められ、カラーパターンなどを添付するが、これが一つ

で大体知ることが出来て、しかも簡単に持っていきやすいので幅広く配布するという目

的であれば問題ないと思う。打ち合わせ後希望者にのみ改めて送付してフォローはして

いる。 
・とても良かったと思う。 
・シンプルで分かりやすく大きさも丁度いい。取材記事は、上手にまとめてくれていたと思

う。 
・とても良いと思う。 
 
6. 製品メーカーとコラボして出展しましたが、いかがでしたか？改善点等があればお書き

下さい。 
・展示の仕方は難しいなと感じた。製品メーカーから 3 点の製品を預かったが、引き立てる

ディスプレイ用品があればと思った。 
・メーカーさんが何を求めて、どのような物を作りたいか等深く話し合うキッカケになりコ

ラボさせて頂いて良かった。 
・製品を飾る事によって来場者への説明や製品を手に持って貰う事で、軽さや肌ざわりなど

のアピールもしやすかった。 
・素材の意図を良く引き出した「デザイン」「仕様」のプロダクトを作って頂き、素材の可

能性を目に出来て大変参考になった。 
・前回は製品メーカーさんとどうすればよいか試行錯誤ばかりであったが、今回はメーカー

さんに来場者が来られた時は素材説明をさせて頂き、革を見て製品が欲しい来場者には

製品メーカーさんへと誘導し、弊社のこの革で作って欲しいと仰っていただければ対応

しますといった具合に行動出来たのではと思っている。タンナーと製品メーカー両方で

説明するという経験と機会が出来て、今後の新しいスタイルとして面白いと感じている。 
・来場者の方も見やすくわかりやすかったと思う。製品込みでの相談もあったので話しやす
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かった。 
・製品と素材を並べて見たり出来るので来場者もイメージしやすく説明しやすい。メーカー

さんのお得意様をご紹介して頂けたりもした。 
・革素材を平面的な展示から立体感のある展示にすることで、来場者の目をひく。 
 
7. 今回の BtoB 向け展示会出展の感想や改善点や要望など（具体的に） 
・今回、皮革産業はサステナブルな産業であるという点も PR して展示させていただいた

が、その内容を示すパネルは内側ではなくもっと大きく外側に表すと今後は注目や来場

者が増えるのではないかと思う。ほかの出展ブースでメッセージやキーワードを大きく

掲げているところは自分も気になって足を止めたり、製品を見たりした。 
・会場全体にサステナビリティの色が強く、イメージしやすいようにブースを白を基調とし

たり、どの辺がサステナビリティと関連しているのか、パンフレットや立て看板を見れば

すぐに分かるようにした方が良いと思う。客観的には来場者も想像以上で、相談や問い合

わせ件数も多く出展させていただいて良かった。 
・サステナブルを意識したブース作りやアピールが弱かったので今後はサステナブルコー

ナーでの出展やアピールももっとしていかないといけないと感じた。 
・革だけの展示会でなかったことで、革が「モノ」の素材としてエンドユーザーにいかに捉

えられているのかが、普段と違う視点で観ることが出来て良かった。今後の皮革ビジネス

について新しい思考変化が必要だと強く感じることが出来た。 
・2 回目の出展となるので前回の様な人員不足や対応の遅れ等の対策をしたつもりが、予想

外のスロースタートや来場者の流れで経験が生かされなかったのが悔やまれる。前回に

引き続き立ち寄って頂いた来場者が何組もおり、取引には至らなくても信用の積み重ね

が出来ている実感がある。社交辞令でも今の経済の状況化で難しいが、それでも今後何と

か取引したいと言ってもらえるだけ救われる。全体に革業界以外の来場者が殆どなので、

革の知識がなくイメージ先行でものを言われる方が多い。エコやサステナブルでないと

いう認識からか、まともに話を聞いてくれない方もいたとスタッフから聞いている。ただ、

自社で用意した皮革の紹介説明冊子 50 部が 1 日で殆どなくなった事を考えると、全く興

味がないわけではなく今後も粘り強い説明や情報発信が必要だと感じている。 
・ブースに関しては、展示スペースは良かったが、中の柱に飾っていたボードとの間が近く

少し見づらそうにしている方もいた。もう少し距離があると良いと思った。サステナブル

の会場はもっと明るくスッキリした印象があったので見やすかった。コロナ禍でも、多く

の来場者がいてどの部門が注目度が高いのかも分かり良かったです。 
・去年も出展させていただいたが、他の展示会と比較して展示物に興味を持ってくれる来場

者が多いので、会期後のお問い合わせの数も多い。しかし、会場全体を見てみると明らか

にサステナブルゾーンの注目度が高かった。天然皮革にしかない魅力を、分かりやすく表

現していくことが必要。 
・来場者との打ち合わせスペースが狭く、ほぼ立ちっぱなしなので、広いテーブル及び椅子

を増やして欲しい。 
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8. 継続してファッションワールド東京に出展したいと思いますか？ 
・出展したい 8 社 
・出展しない 0 社 
 
9. 今回のファッションワールド東京に出展しましたが、今後出展してみたいと思う国内展

示会があれば、ご記入下さい。 
・ジャパンクリエーション（理由：素材を探される来場者が多い）  
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（２） 出展メーカー様 
1. 出展成果等について 

 
 
2. 自社サンプル製品の中で、来訪者がどの様な製品に興味を示していましたか？また、そ

の理由は何でしたか？ 

 
 
3. 来訪者との会話の中で、どの様なセールストークがキッカケで打ち合わせに繋がったと

思いますか？ 
・自社工房で国内生産であること。 
・バッグの艶感やデザイン・機能性。 
・カードがたくさん入る薄い財布を紹介して名刺をいただいたことが多かった。また、オー

ルマイティ様の革を紹介することで、製品にも興味を持ってもらえる方が多かった。 
・小さなものなら何でも OEM の受注ができること。財布を作れること。 
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4. 今回の BtoB 展示会に出展して良かったと思う点や気づきとその理由をお聞かせくださ

い。 
・普段取引していないタンナー様と交流ができた。コロナが落ち着き、市況が良くなれば今

回コラボしたタンナー様との取引を検討したい。最近よく聞くヴィーガンレザーを実際

に見ることができ、勉強になった。家具やアパレルメーカー様から、端革の処理に困って

おり、それを使って小物が作れないか、との問い合わせを何件かいただいた。 
・新しい顧客との相談ができた。サステナブルゾーンでの他の出展社の PR 方法を見ること

によって業界動向がわかり勉強になった。展示会場全体を見たときに、SDGs パネルは前

面に打ち出して目立った方が良いと感じた。 
・革が食べ物の副産物であること。エコな素材であることを知らない来場者が多かった。左

記の点をアピールしたい。来場者に連携するタンナー様の革素材とともに製品を説明す

ると、製品のみを説明するよりも関心を示していただいた。北海道でショップを展開する

メーカー様よりお取引の申し込みをいただいた。東京でのショップオープンを計画され

ている。サステナブルゾーンが盛況だったことに強い刺激を受け、そこで得たヒントを会

社に持ち帰り、社内で共有した。 
・新しい PR 方法（YouTube、アプリ、SNS での発信）が色々あったので勉強になった。

今回の展示会はタンナー様とのコラボ製品を展示し、タンナー様より革の説明をしてい

ただいたので打ち合わせがスムーズだった。アパレルメーカーから防水革を使った財布

のお取引を相談されている。 
 
5. 1 社あたりの展示スペース、ブースレイアウトやデザインはいかがでしたか。 
（1 社あたりの展示スペースについて） 
・もう少し広ければなお良かった。 
・十分な広さだと思う。 
・もう少し広い方が良かった。 
・サンプル２０本であれば今回のスペースで十分。 
 
（ブースレイアウトやデザインについて） 
・場を有効活用するために、さらに工夫したいと思った。タンナーとメーカーがコラボして

いるのが伝わりにくかった。 
・見やすくて良かった。装飾パネルのコメントや写真など自社ではできないものを創ってい

ただいた。 
・来年度はさらに来場者が自由に出入り可能なブースデザインになればと期待する。 
・良かった。  
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6. 次回ご参加いただく際、御社として改善したいことや、事務局への改善要望をお聞かせ

ください。 
・今年度の結果を踏まえ、東日本バッグ工業組合としても、来年度も参加させていただきた

いと思っている。展示会で勉強できたことも多かったので、組合として地元での開催（浅

草近隣）や、他の展示会などの出展方法を模索したいと思っている。 
・他社様を参考にしながら見せ方を工夫したい。 
・いい素材と出会ったので、製品として希少価値を高めるために、自社限定の取組みが可能

になれば望ましいと思っている。 
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4. 令和 3 年度事業の総括 
令和 3 年度の「日本革市」プロジェクトは、（１）全国の百貨店における「日本革市」の

開催、（２）バーチャル革市展開によるデジタル化の推進、（３）B to B 向け展示会出展の 3
本柱を主軸に取り組んだ。 
令和 3 年度は「日本革市」を 8 回、のべ 64 日開催した。うすい百貨店、小倉井筒屋では

開催期間を 2 年ぶりに 2 週間とした。新型コロナ第 4 波により 4 月 12 日から 9 月 30 日ま

での 171 日間、東京都で緊急事態宣言または蔓延防止等重点措置が発出される中、うすい

百貨店、トキハ百貨店、高松三越、池袋東武、福屋広島駅前店にて開催。緊急事態宣言や蔓

延防止等重点措置解除以降の 11 月から 12 月にかけては小倉井筒屋、静岡伊勢丹、新潟伊

勢丹にて開催した。 
令和 2 年度に策定した「新型コロナウイルス感染防止対策に関する業務ガイドライン」

に沿って、百貨店入口または「日本革市」会場での来場者の検温、手指消毒を実施。2 週間

前から出展関係者全員の体温を記録、混雑が想定される場合の入場規制、会場内の通路は

1.8ｍ以上を確保、アンケートカウンターにはビニールシートの設置、展示支援員のマスク

着用と手指消毒の徹底を行った。今年度は加えて緊急事態宣言もしくは蔓延防止等重点措

置が発出されている地域からの展示支援員は、PCR 検査を受診し陰性を確認したうえで出

展可能とした。 
新型コロナウイルス感染が収束しない中、「日本革市」独自のガイドラインを遵守するこ

とで本事業からの感染者を出すことなく年度を終えられることに関係者の皆様へ深くお礼

申し上げたい。 
百貨店は、「日本革市」と消費者が出逢い関係を深める主要な場であるが、近年のインタ

ーネット普及がもたらした消費手段の多様化に伴い、経営環境は年々厳しさを増している。

加えて長期化するコロナ禍により消費行動の変容が更に進むことが予測され、経営資本の

より一層の集中と選択に迫られる状況にあることから、今後も紙媒体の大幅な削減や取引

条件の見直しなどが継続していくと思われる。 
 
「日本革市」会場への来場者は年間で 49,161 名となり、アンケート回収数は 3,647 件で

あった。日本産革をテーマとした「PR イベント」について、アンケート回収数の 98％にあ

たる 3,557 名の方から「良い」「非常に良い」というご感想をいただいた。アンケートで寄

せられたコメントからは「昨年このイベントがなかったので、今年とても楽しみにしていま

した」（うすい百貨店）「この時期に開いてくださってありがとうございます。続けてくださ

り本当に嬉しいです。このイベントは全国でもやっているけど高松三越さまはじめ皆さん

ありがとうございます。毎回楽しみです」（高松三越）など、各会場にお越しいただいた多

くの来場者よりコロナ禍における開催への応援や心温まるメッセージをいただいた。詳細

は各百貨店の定性コメントをご覧いただきたい。 
本年度は「日本革市」の価値を高め、高品質・高価値の演出に積極的に取り組み、百貨店

担当者からは「ファッション性や高級感のある展開ができている。また展示スペースなど催

事場の活用方法としても大変参考になる」「今回の展開はひと目で奥の壁面のバッグまで良
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く見えて人も入りやすく手に取りやすい展開什器で良かったと思います」（いずれも新潟伊

勢丹）、「高感度、上質な顧客への催事として継続して取り組んでいき、来場者に日本の革の

良さを周知していきたい」（静岡伊勢丹）など、「日本革市」に対する高い評価と強い期待が

寄せられている。 
 
これまで「日本革市」は、「素材から製品までの作り手情報」に高い価値を見出す百貨店

と消費者が、生産に関わる支援員と直接対話し、実際に手で触れ、体験できる環境作りを通

して、多くのファンを獲得し信頼を重ねてきた。消費環境が著しく変化をしているとはいえ、

依然、百貨店は国産天然皮革を使った日本製品を高く評価する消費者を圧倒的多数抱える

存在であることに変わりはない。一方、百貨店との取組が進まない根本要因は、メーカー個

社様と百貨店との信頼関係の構築にあり、その解消が長年の課題としてあった。例えば、目

の肥えた消費者が求める製品の品質や、展示品説明の知識とマナーという点で高い水準を

求める百貨店では、実績を重要視する傾向にあり、そのためのノウハウの蓄積や相互の信頼

関係の構築が障壁であった。そうした状況の中、「日本革市」が回数を重ねて実施すること

で、求められる水準や地域特性への理解、バイヤーや現場担当者との人的繋がりが着実に蓄

積されている。このように「日本革市」がプラットフォームとなり、メーカー個社様と百貨

店が直接取引を始める「自走化モデル」が全国百貨店に広がり始めている。 
 
「日本革市」Web サイトは 365 日「日本革市」を楽しんでいただけるよう、「ジャパンレ

ザーアイテム」と名付けた、バーチャル革市を展開し、「一般消費者をメインターゲット」

とした、皮革素材から作りまでメイド・イン・ジャパンの製品を集めた「ジャパン・レザー・

ポータルサイト」を目指して 8 月 20 日にリニューアルした。 
インターネット広告の効果もあり、11 月 20 日までの 3 ヶ月で前年同期間との比較でユ

ーザー数が 19,838 から 62,659 と 3 倍以上となり、広告流入を含めない自然検索流入数も

11,709 から 15,544 で前年より 3 割以上増えている。新たに開設した「ジャパンレザーアイ

テム」ページでは 12 月末までに 425 点の製品を掲載した結果、134 日間でメーカーサイト

をクリックされた数は 6,418 クリックとなり、リニューアル前の 4 月 1 日～8 月 19 日まで

の 141 日間、3,421 クリックと比較して 2 倍近い数値となっている。「日本革市」会場では

来場された方に日本革市 Web サイトや「Japan leather Pride/日本革市」Facebook をご案

内し、オンライン、オフライン一体となった PR を行っている。 
 
令和 2 年度テストマーケティング事業に引き続き、B to B 向け展示会出展として 10 月

18 日～10 月 20 日まで東京ビッグサイトにて開催されたファッションワールド東京、「ジャ

パンファッション EXPO」に出展した。本年度は昨年の 4 小間（64.8 ㎡）から 6 小間（97.2
㎡）と出展スペースを拡大したことに伴い、タンナー様 8 社、メーカー様 4 社の 12 社と昨

年より社数を増やして出展した。 
昨年より継続して出展されたタンナー様のコメントからは「昨年いらしてくれた方がま

た来てくれたケースもあったので、連続して参加することに意味があると思います」（A 社
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様）「昨年来てくれた方がまたお見えになりました。めずらしい革を製造しているのですが、

そういう情報が徐々に浸透してきているのを実感します」（B 社様）など継続出展の効果を

表明されている。また初出展のタンナー様からは「革ばかりの展示会でなかったことで、革

が「モノ」の素材としてエンドユーザーにいかに捉えられているのかが、普段と違う視点で

観ることができて良かった」などのご意見を頂戴した。メーカー様からは「普段取引してい

ないタンナー様と交流ができた。コロナが落ち着き、市況が良くなれば今回コラボしたタン

ナー様との取引を検討したい」（C 社様）、「新しい顧客との相談ができた」（D 社様）などす

べての出展社が「来年も出展したい」とのご感想をいただいた。 
同じ会場で『第 1 回 国際 サステナブル ファッション EXPO 秋』が開催されたことに

より、来場者のサステナブルへの意識が高まり、出展された方々は大きな刺激を受け、革が

副産物であり、サステナブルな素材であることをより分かりやすく PR する必要性を感じら

れていた。 
 
令和 4 年度は、「日本革市」の強みであり特徴である四方善しで感謝の輪が広がるプラッ

トフォーム構築に磨きをかけ、更なる期待にお応えできるよう環境整備を課題として取組

むべきと考える。具体的には、オフライン環境の百貨店においては、評価いただいている「高

品質・高価値」を更に推進していくと共に、ファッション専門店モールのイベントスペース

での新規開催を計画する。またニーズが高まるオンライン環境では、一般ユーザーのオンラ

インアクセスの利便性向上や、回遊性向上にむけたサイト内ユーザビリティの改善、コンテ

ンツ拡充により、ファンを増やす取り組みの強化を推進する。 
 
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

長をはじめとするプロモーション委員会の皆様、日本タンナーズ協会事務局の皆様、経済産

業省の皆様にはコロナ禍の中で多くのお時間を割いていただき、委員会や「日本革市」開催

現場や展示会にご来訪、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. ジャパンレザープライド委員会 
ジャパンレザープライド委員会では、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

タグの取り付けを実施した。 
また、「日本革市」開催百貨店で JLP ロゴ入り PR 袋を活用することで「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. 日本革市専用タグ 

開催地 タグ配布数 
うすい百貨店～新潟伊勢丹（計 8 回） 3,217 枚 

 

 
 

5.2. JLP ロゴ入り PR 袋の提供 

開催地 
提供数 

大 中 小 
うすい百貨店～新潟伊勢丹（計 8 回） 483 枚 645 枚 915 枚 
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