季刊

レザーソムリエ・ニュース（1面）

leather-sommelier

レザーソムリエの皆様、並びにレザーソムリエ資格に関心をお持ちの皆様、大変長らくお待たせ致しました。今年度のレザーソムリエ関連年間行事がおおよ

（季刊）

そ確定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。（日時の記入がない事項につきましては、実施時期が多少前後する可能性がございますことを予め
ご容赦下さい）

上旬

中旬

下旬

4月
発行元
日本革類卸売事業協同組合

5月
6月
7月
2018年

レザーソムリエ事務局
（株式会社矢野経済研究所内）

●レザーソムリエニュースVol.2 夏号 配信

https://www.leather-sommelier.jp/

【情報提供・編集協力】
●7/7（土） 第1回皮革講座（初級）実施 ＜東京会場＞
●7/8（日） 第2回皮革講座（初級）実施 ＜東京会場＞

□日本革類卸売事業協同組合

●レザーソムリエ会員イベント第一弾の実施（7~9月頃）

●8/22（水）第3回 皮革講座（初級）実施 ＜東京会場＞

8月
9月

□一般社団法人日本皮革産業連合会
□全日本爬虫類皮革産業協同組合
□大阪革商資材協会連合会
□日本靴小売商連盟
□全日本革靴工業協同組合連合会
□特定非営利活動法人日本靴工業会
□全国皮革服装協同組合

●レザーソムリエニュースVol.3 秋号 配信
●9/9（日）第4回 皮革講座（初級）実施 ＜大阪会場＞

□日本服装ベルト工業連合会
□一般社団法人日本ハンドバッグ協会
□一般社団法人日本鞄協会

●10/14（日）第5回 皮革講座（初級）実施 ＜名古屋会場＞

10月

●レザーソムリエニュースVol.4 冬号 配信
●レザーソムリエ会員イベント第2弾

Leather Life is My Life
レザーソムリエのための無料情報誌！！
夏号の CONTENTS

●12/11（火）第2回レザーソムリエBasic（初級）資格試験 合格発表

① レザーソムリエ年間行事予定一覧を発表（1面）
② 東京・大阪・名古屋で皮革講座を5回開催（1面）

●トライアル版 皮革講座（中級）の実施

2月
3月

□一般社団法人日本タンナーズ協会

●11/11（日） 第2回レザーソムリエBasic（初級）資格試験実施
※東京会場／大阪会場 同時開催

1月
2019年

□日本手袋工業組合
□東京皮革商工協同組合

11月
12月

レザーソムリエ・ニュース

Vol.2
2018年 夏号

レザーソムリエ 年度内行事予定一覧 発表！！

③ 第2回ソムリエ試験、11月11日に決定！（2面）

④ 「合格者の声」＆「Q＆A」コーナー（2面）

●レザーソムリエニュースVol.5 春号 配信

⑤ 皮革関連イベントニュース（3面・4面）

今年も皮革講座（初級）を、東京・大阪・名古屋の3地区にて、計5回開催いたします！
今年も、革のプロが教えるレザーの基礎講座「皮革講座（初級）を、東京・大阪・名

【開催案内】

■主催：日本革類卸売事業協同組合

古屋の3地区にて計5回開催致します！
そもそも「革」とは何か？「革」と「皮」は何がどう違うのか？「なめし」とはいったい何なの

■会場：①東京会場：TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター（東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル本館）

か？基礎知識から、革製品による皮革の使い分けや革製品のお手入れ方法など実践

②大阪会場：TKP大阪駅前カンファレンスセンター（大阪市北区曽根崎新地1-4-20）

的な知識まで網羅。業界のプロが皆様にわかりやすく丁寧に解説します。「第2回レザー

③名古屋会場：TKP名古屋駅前カンファレンスセンター（名古屋市中村区名駅2-41-5）

ソムリエBasic（初級）資格試験」（2018年11月12日開催予定）の対策にもなり

■時間：各会場とも13：00～15：30（2時間30分）を予定

ますので、奮ってご参加ください！

■定員：各会場とも100名（※定員になり次第、お申し込み終了とさせていただきます）
講座内容
①座学

■参加資格：皮革に興味・関心がある方ならどなたでも参加できます

②実習

■参加申込方法：レザーソムリエホームページより受け付けております。

皮革の基礎知識からお手入れ方法等を学習
様々な動物の『革』を実際に目で見て触って体感

■参加費：無料
■受付期間：各会場により異なります。詳細はレザーソムリエホームページにてご確認下さい。

【広告欄】

公式テキストのご紹介

レザーソムリエ資格試験公式テキスト Basic（初級）編
皮革および革製品に関する基本的な知識について幅広く網羅したレザーソムリエ資格
試験公式テキストBasic（初級）編を販売しております。皮革の愛用者や販売者、
知識を深めたい全ての方に向けた内容で構成しています。ご興味・ご関心のある方は、
ホームページ上https://www.leather-sommelier.jp/text-info.html
からご注文ください。

■価格：2,180円（税込・送料込）

合格者皆様には「レザーソムリエバッジ」を販売中
レザーソムリエ合格者の皆様でご希望の方には「認定バッジ」の販売も致しておりま
す。認定バッジのご注文は、レザーソムリエ専用ホームページ
https://www.leather-sommelier.jp/goukakusya.htmlにて承っておりま
すので、ご興味・ご関心をお持ちの方はホームページ上からご注文下さい。指定口
座へのご入金確認後、数日以内に発送致します。

■価格：2,000円（税込・送料込）

季刊

レザーソムリエ・ニュース（2面）

第2回 レザーソムリエBasic（初級）資格試験、
2018年11月11日（日曜日）に開催決定！！

（季刊）

申込期間は8月1日～9月28日の2か月間（予定）

今年のレザーソムリエBasic（初級）資格試験の実施日が決まりました。今年は、11月11日（日曜日）に、東京と大阪の2会場にて同時開催致します。試験会場などの詳細は今後詰めていきますが、
内容が決定次第、レザーソムリエホームページ上やレザーソムリエニュース上で随時ご報告致します。今年も皆様のご参加をお待ちしております！
【開催概要（予定）】
■主催：日本革類卸売事業協同組合
■試験日：11月11日（日曜日） 東京会場・大阪会場同時開催
■定員：東京会場200名・大阪会場150名 （計350名）
■受験資格：受験資格は定めない。 ただし、日本国内に連絡可能な住所があること。
■申込方法：追って詳細をホームページお伝え致します
■申込期間：2018年8月1日（水）～9月28日（金）を予定
■受験料：5,400円（税込） ※受験が2回目の方は15％オフ（税込4,590円）を予定
■試験会場：確定し次第ホームページ上などでお伝えします
■出題方法：設問数全50問を予定（マークシートによる四肢択一方式）
大阪会場での受験風景

昨年の東京会場（文化学園）

今回のレザーソムリエニュースでは、レザーソムリ
エBasic合格者の方に対し、レザーソムリエ資

合格者の声

■合否発表：2018年12月11日を予定

レザーソムリエ

格を取得して「実務にどのように活かしていきた
いか？」、または「現在、実務にどのように活用
しているのか？」という率直なご意見を尋ねてみ

ここでは、皮革や皮革製品に関する皆様からの素朴なご質問に対し、有識者からの回答・解説を

ました。

行います。今後ともご質問をお待ちしていますので、どしどしご質問下さい。

そこで、回答者の声の一部をご紹介させて頂き

ご質問はこちらへ↓↓↓

ます。尚、たくさんの回答をお寄せ頂きました皆

leather-sommelier@yano.co.jp

様には、この場をお借りして厚く御礼申し上げ
ます。ありがとうございました！

タンナー勤務 40代の方
私は、タンナーとしての立場で革を作っております。
レザーソムリエの試験勉強の中では、「革製品を製造しているメーカーサイドとしての解説」が
含まれており、大いに参考になりました。
今後も、革メーカーの皆様にとって使いやすい革素材を造ることを意識してタンナー業に取り
組んでいきたいと考えています。

担当：レザーソムリエ事務局 半田・数藤 宛て

レザーソムリエProfessional（中級）や、レザーソムリエMaster
（上級）の実施はいつ頃になりそうですか？
レザーソムリエ資格の上位等級については、現在、「Professional（中級）」の制度設計を行って
いる最中です。また、2019年の2月頃には、トライアル版としての「皮革講座（中級）」の実施を予
定しています。尚、「Professional（中級）」の資格試験制度が正式にスタートするのは来年度を
計画していますので、2019年11月頃には第3回Basic（初級）資格試験の
実施と併せて第1回Professional（中級）を実施できるように頑張ります！皆
さん、楽しみに待っていてくださいね。

皮革の価格はどのように決まるのですか？
皮革関連小売業勤務 30代の方
レザーソムリエの学習を通じて、革の違い、例えば同じ「牛革」と括られる中でも違いを説明
できる表現力を身につけていきたいと考えています。
中級や上級など、上位等級の資格試験、並びに講座も楽しみに待っています。

難しい質問ですね（笑） 皮革の価格に影響を与える要素は、仕上げ方法や工賃など含めて様々
あるのが実情なのですが、単純に言ってしまえば「原皮の相場」と「原皮のグレード」という二つの要素
に影響を受けやすいと言えます。つまり、原皮が不足している時に、例えば「カーフ」のようなグレード
の高い原皮を使った皮革（または皮革製品）は、必然的に値段も高くなってし
まいます。尚、余談ですが、一般的に日本国内での皮革の取引には「デシ
（deci）」という単位が使われます。1デシ平方メートル＝10cm×10㎝mとい
うことはぜひ覚えておいてくださいね！

タンナー勤務 50代の方
レザーソムリエ公式テキストの「皮革用語辞典」が役に立っています！

昔の革の方が質が良かったという話を聞くことがありますが、
現在と昔では革の質は変わっているのでしょうか？
質の良し悪しはともかく、革の質が昔と比べて変わったのは事実です。また、その要因は複合的なもの
で1つではないのですが、大きな要因として「使用される薬品が変わった」ということの影響は大きいで
しょう。昔は、皮のなめしや染め工程においてアンモニア系やアゾ系の薬品や染料
が使われたのですが、環境保護の観点から現在は使用が禁止されています。つ
まり、環境にやさしい取り組みを行っていることによって革の質も多少変化したとい
うことですね！

季刊

レザーソムリエ・ニュース（3面）

『鞄（かばん）・袋物』の国内市場規模は
2017年以降、再び微増トレンドに！！
矢野経済研究所の推計によれば、2016年度の鞄（かばん）・袋物の国内市場規模は、前年比

9月2日は「く（9）つ（2）の日」
！！
（季刊）
日本靴小売商連盟では、9月1日～9月30日にかけて
プレゼントキャンペーンを開催します

99.4%となる1兆847億円である。5年連続でプラス成長を確保してきた鞄・袋物市場も、2016年
に入りその勢いに歯止めがかかり微減となった。

9月2日は「くつの日」です。「く(9)つ(2)」の語呂合せから、銀座の婦人靴専門店「ダイアナ」の谷

減少要因としては、商品価格の度重なる値上げについていけなくなった中間層の消費減退と、
2016年からの中国政府による特定品目の関税引き上げを契機としたインバウンド需要の沈静化が
挙げられる。

口秀夫氏が1992年に制定しました。
これに合わせ、日本靴小売商連盟では、9月1日～9月30日の1か月間、「くつの日」にちなんだ
キャンペーンを実施致します。9月中に、下記のポスターが掲示されている全国の靴売り場にて商品

ただし、今後は高級バッグのレンタルサービスや、ビジネスバッグに特化した修理サービスの展開、

を購入した方の中から、抽選で500名様を対象に、「5,000円」のお買い物券を差し上げます。

2000年以降に成人を迎えたミレニアル世代やスポーツファッションが脚光を浴びていることでのアスレ

申込方法は、靴を購入した売場にて応募はがきを受け取り、必要事項を記入してポストに投函

ジャー※需要の取り込み、アパレルやジュエリー展開企業などの異業種からの参入など、多様な商品・

（または靴お買い上げ店で手渡し）してください。

サービスによる新しい市場創出が多く見受けられることから、2018年以降は微増傾向を辿る可能性

尚、抽選は10月下旬頃に行われ、プレゼントの当選者は発送をもって代えさせて頂きます。

が高い。

詳しくは、日本靴小売商連盟・東靴協会までお問い合わせください。
国内鞄・袋物市場規模推移（小売金額ベース）
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日本靴小売商連盟・東靴協会事務局（03-3252-5656）
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尚、上述の鞄・袋物市場を分野別にみると、シェアが最も大きいのは「インポートブランド」の50.2%。
次いで、「ドメスティック（国内）ブランド」の38.3%、ライセンスブランド」の11.5%というシェア構造と
なっている。

国内鞄・袋物小売市場 2016年度主要分野別構成比
ライセンスブランド
11.5%
1,250億円

インポートブランド
5,439億円

4,158億円

50.2%

ドメスティックブランド
38.3%

※アスレジャーとは、「athletic（アスレチック）=競技」と「leisure（レジャー）」=余暇」を組み合わせた造語。

台東分校より、「製くつ」 に関する キャリアアップ講習（夜間）のご案内
～『製甲』の【基礎】と【応用】の募集がまもなくスタートします～
東京都立城東職業能力開発センター

東京都は、全国でも有数の革製はきもの製造業の集積地です。台東区花川戸にある東京都立職業能力開発センター台東分校では、主に中小企業の皮革関連産業で働いている方で、都内に在住
または在勤の方を対象に、キャリアアップのための短期講習を行なっています。

キャリアアップ講習（夜間）のご案内 その１ 定員：各20名ずつ

キャリアアップ講習（夜間）のご案内 その２

募集期間：7/1（日）～7/10（火）まで

募集期間：8/1（水）～8/10（金）まで

講習名

講習内容

製甲・紳士靴
【基礎】

紳士靴の製甲に関する基礎知識及
び技能（革スキ・折込技術および縫
製技術）を習得する

製甲・婦人靴
【基礎】

婦人靴の製甲に関する基礎知識及
び技能（革スキ・折込技術および縫
製技術）を習得する

授業料：6,500円

講習日時
（全日程18：00～21：10）

定員：各20名ずつ
授業料：6,500円

講習日時
（全日程18：00～21：10）

講習名

講習内容

①9/3（月） ②9/4（火）
③9/6（木） ④9/7（金）
⑤9/10（月） ⑥9/11（火）

製甲・紳士靴
【応用】

製甲・紳士靴【基礎編】修了程度の
技能を有する方が、紳士靴の製甲に
関する知識・技能を習得する

①10/9（火） ②10/11（木）
③10/12（金）④10/15（月）
⑤10/16（火）

①9/18（火） ②9/20（木）
③9/21（金） ④9/25（火）
⑤9/27（木） ⑥9/28（金）

製甲・婦人靴
【応用】

製甲・婦人靴【基礎編】修了程度の
技能を有する方が、紳士靴の製甲に
関する知識・技能を習得する

①10/22（月）②10/23（火）
③10/25（木）④10/26（金）
⑤10/29（月）

（注：製甲のまとめ作業は行いません）

【お申込み方法】

【キャリアアップ講習に関するお問い合わせ先・講習実施場所】

電話によるお申込みはできませんのでご注意ください！

〒111-0003 東京都台東区花川戸1-14-16

お申込み方法は ①往復はがき、②FAX、③インターネット（電子申請）のいずれかにて、

東京都立城東職業能力開発センター台東分校 訓練担当

募集期間内にお申込みください。詳しくは4面（次ページ）を確認ください。

電話：03-3843-5911
【型紙講習】における授業風景

FAX：03-3843-8629

季刊
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東京都立城東職業能力開発センター 台東分校

（季刊）

「製くつ」に関するキャリアアップ講習（夜間）年間スケジュールのご案内

平成30年度

詳しくはこちらにアクセス⇒ https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/taitou/index.html
ここでは、3面（前ページ）でも紹介致しました「製くつ」に関するキャリアアップ講習（夜間）の年間スケジュールを全てご紹介致します！
主に中小企業の皮革関連産業で働いている方で、都内に在住または在勤の方を対象に、「製くつ」に関する夜間（18：00～21：10）の短期講習を行っております。
募集期間
（募集月）
2月
（終了しました）

4月
（終了しました）

5月
（終了しました）
6月
（終了しました）
7/1（日）
～7/10（火）

8/1（水）
～8/10（金）

9/1（土）
～9/10（月）

10/1（月）
～10/10（水）

講習日時
（全日程：18：00～21：10）

定員

授業料

靴の企画・デザイン・素材・色彩等に関する基礎知識および技能を習
得する

①4/16(月) ②4/17(火) ③4/19(木)
④4/20(金) ⑤4/23(月) ⑥4/24(火)

25人

6,500円

№1「企画・デザイン【基礎】」修了程度の技能を有する方が、より専門
的な知識および技能を習得する。

①5/7(月) ②5/8(火) ③5/10(木)
④5/11(金) ⑤5/14(月) ⑥5/15(火)

25人

6,500円

甲紙型設計に関する基礎知識および技能を習得する。

①5/22(火) ②5/24(木) ③5/25(金)
④5/29(火) ⑤5/31(木)

25人

（1）プレーンパンプス、モカパンプスの甲紙型作成
（2）内羽根、外羽根の甲紙型作成

①6/12(火) ②6/14(木) ③6/15(金)
④6/19(火) ⑤6/21(木)

25人

№3・4「甲紙型【基礎】」修了程度の技能を有する方が、より専門的
な知識および技能を習得する。

①7/3（火) ②7/5(木) ③7/6(金)
④7/10(火) ③7/12(木)

25人

5,400円

№

講習名
（全講習：製くつ）

講習内容

1

企画・デザイン
【基礎】

2

企画・デザイン
【応用】

3
4

甲紙型【基礎】
（1）・（2）

一括申込
10,800円

5

甲紙型【応用】

6

裁断

甲革の裁断に関する知識および技能を習得する。

①7/17(火) ②7/18(水) ③7/19(木)
④7/20(金）

15人

4,300円

7

木型

木型に関する知識および技能を習得する。

①8/21(火) ②8/23(木) ③8/24(金)
④8/28(火) ⑤8/30(木)

20人

5,400円

8

製甲・紳士靴
【基礎】

紳士靴の製甲に関する基礎知識および技能（革スキ・折込技術およ
び縫製技術）を習得する。（注：製甲のまとめ作業は行いません）

①9/3(月) ②9/4(火) ③9/6(木)
④9/7(金) ⑤9/10(月) ⑥9/11(火)

20人

6,500円

9

製甲・婦人靴
【基礎】

婦人靴の製甲に関する基礎知識および技能（革スキ・折込技術およ
び縫製技術）を習得する。（注：製甲のまとめ作業は行いません）

①9/18(火) ②9/20(木) ③9/21(金)
④9/25(火) ⑤9/27(木) ⑥9/28(金)

20人

6,500円

10

製甲・紳士靴
【応用】

№8 「製甲・紳士靴【基礎】」修了程度の技能を有する方が、紳士靴
の製甲に関する知識及び技能を習得する。

①10/9(火) ②10/11(木) ③10/12(金)
④10/15(月) ⑤10/16(火)

20人

5,400円

11

製甲・婦人靴
【応用】

№9「製甲・婦人靴【基礎】」修了程度の技能を有する方が、婦人靴
の製甲に関する知識及び技能を習得する。

①10/22(月) ②10/23(火) ③10/25(木)
④10/26(金) ⑤10/29(月)

20人

5,400円

12

手釣底付・紳士靴

紳士靴の手釣りによる底付けに関する知識および技能を習得する。

①11/6(火)
④11/9(金)

15人

5,400円

13

手釣底付・婦人靴

婦人靴の手釣りによる底付けに関する知識および技能を習得する。

①11/16(金) ②11/19(月) ③11/20(火)
④11/21(水) ⑤11/22(木)

15人

5,400円

14

機械底付・紳士靴

紳士靴の機械による底付けに関する知識および技能を習得する。

①11/30(金) ②12/3(月)
④12/6(木)

10人

4,300円

15

機械底付・婦人靴

婦人靴の機械による底付けに関する知識および技能を習得する。

①12/10(月) ②12/11(火) ③12/13(木)
④12/14(金)

10人

4,300円

【お申込み方法】

※電話によるお申込みはできませんのでご注意ください
※募集月の1日～10日必着となります

①インターネットによるお申込み方法
TOKYOはたらくネットへアクセス頂き（URL↓↓↓）
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/
「職業能力開発」タブのメニューから「キャリアアップ講習」
をご覧ください。

②FAXによるお申込み方法
FAX用紙に下記の①～⑪をご記入の上、
台東分校キャリアアップ講習担当宛てまで送信ください。

FAX番号：03-3843-8629

③往復はがき（郵送）によるお申込み方法
往復はがきに、下記の通り必要事項をご記入の上、
郵送してください。消せるボールペン、鉛筆などの消
えやすい筆記具の使用は避けてください。
〒111-0033

東京都台東区花川戸
1-14-16

抽選結果を印字して、
お知らせ致します

台東分校
キャリアアップ講習
担当 宛

（※番号はお間違えのないようお願い申し上げます）

（往信の表）

（記入例）
台東分校 キャリアアップ講習担当 宛
①希望講習名
②自宅郵便番号・住所
③かな氏名
④漢字氏名
⑤生年月日（年齢も）
⑥性別
⑦連絡先電話番号（携帯電話等）
⑧勤務先名・雇用形態
⑨勤務先住所
⑩勤務先電話番号
⑪FAX返送先番号（会社の場合は部署名等も明記）

※何も書かないでください

往信

〒●●●-●●●●
返信
あなたの住所とお名前

（返信の表）

（返信の裏）
①希望講習名
②自宅郵便番号・住所
③かな氏名
④漢字氏名
⑤生年月日（年齢も）
⑥性別
⑦連絡先電話番号
（携帯電話等）
⑧勤務先名・雇用形態
⑨勤務先住所
⑩勤務先電話番号

（往信の裏）

②11/7(水) ③11/8(木)
⑤11/12(月)

③12/4(火）

台東分校「製くつ科」のご案内

1年コース（昼間）

東京都立城東職業能力開発センター台東分校は、全国で唯一の製くつ科
の公共職業訓練を実施しています。1年間の訓練で紳士靴・婦人靴の型紙・
製甲・底付けなど、製造工程の基本的な知識と技術・技能を学びます。
ご興味・ご関心のある方は、台東分校（電話：03-3843-5911）までお
問い合わせください。
■訓練定員：20名
■訓練期間：1年間
（4月入校・3月修了）
9：05～16：45
■休日：土・日曜日、祝日
夏季休業 2週間
冬季休業 年末年始
■授業料：年額118,800円
■教科書代：約6,000円
■応募資格：年齢制限・学歴制限はなし
■募集期間：毎年1月上旬～2月上旬
■選考方法：学力検査と面接
入校選考/2月中旬
合格発表/2月下旬

「トウラスター」や「ヒールラス
ター」をはじめ、国内の製靴
学校では台東分校しか保
有していない機械設備がた
くさんあります！

レザーソムリエに関するご質問・お問い合わせ
レザーソムリエ事務局（株式会社矢野経済研究所内）
Tel：03-5371-6913 (9:30～17:00)
Mail：leather-sommelier@yano.co.jp
担当：半田（ハンダ）・数藤（スドウ）

