季刊

レザーソムリエ・ニュース（1面）

今年は国内
ついに

280ヶ所のテストセンターによるPC試験を実施

leather-sommelier

日本全国で受験可能に！！

申込期間 2020年10月15日～12月17日まで

製品について多くの知識があったら、お気に入りのバッグや靴を長く使えて楽しめるのに・・・。そんな想いに応えるため、皮革業界では、皮革や革製品につ
いて一定の知識を有する方を「レザーソムリエ」として育成し、革の持つ魅力を深く理解し、愛着を持って革製品を使用し、また、多くの人々に天然皮革の
良さを知っていただけるように、レザーソムリエ資格試験制度を実施しております。
Based Testing）』を活用することで、新型コロナウイルス感染症に伴う「3密」対策を図りながら実施いたします。
試験の実施日は2020年12月20日（日曜日）です。受験会場（テストセンター）は、試験申込み時に最寄りの会場を選ぶことができます。
受験の申込みは、2020年10月15日～12月17日まで受け付けておりますので、首都圏・近畿圏に在住の方はもちろんのこと、それ以外の地域に在住
の方も、ぜひこの機会にレザーのスペシャリストを目指してみてください！！

項目

日本革類卸売事業協同組合
レザーソムリエ事務局
（株式会社矢野経済研究所内）

【情報提供・編集協力】
□一般社団法人日本皮革産業連合会
□日本革類卸売事業協同組合
□全日本爬虫類皮革産業協同組合
□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

試験の概要
受験資格は定めない

発行元

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

第4回目となる今年は、例年とは異なり、ネットワーク化された全国280ヵ所のCBTテストセンターによるPC（パソコン）試験『CBT（Computer

受験資格
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□全国皮革服装協同組合

（※ただし日本国内に連絡可能な住所があること）

□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

同日同時一斉試験のため、再受験はできません （※試験の開催は年一回のみ）

□一般社団法人日本鞄協会

出題形式

CBT四肢択一式50問60分

□一般社団法人日本タンナーズ協会

学習方法

公式テキストの内容を中心に出題します （※詳細は下記「広告欄」を参照してください）

再受験規約

試験申込期間

2020年10月15日（木）～12月17日（木）23時59分まで

試験実施日程

2020年12月20日（日）13:00～14:00
CBTの全国のテストセンター

申込方法

インターネット受付のみ
https://cbt-s.com/examinee/examination/leather-sommelier.html

※試験申込時に任意の会場を選択できます

受験票の発送はありません

当日について

□日本手袋工業組合

Leather Life is My Life
レザーソムリエのための無料情報誌！！
冬号の CONTENTS
① 第4回レザーソムリエ資格試験 申込受付スタート！（1面）

試験会場

受験票

（季刊）

レザーソムリエ・ニュース

第4回 レザーソムリエBasic（初級）資格試験 受付スタート！

② Basic（初級）皮革講座オンライン 配信スタート！（2面）

③ JLTA 公式ホームページ リニューアルオープン！（2面）

④ 皮革関連イベントニュース（3面・4面）

持ち物 本人確認証

⑤ これだけは知っておきたい！皮革の知識・お手入れ 第5回（4面）

5,500円（10％消費税込） （支払方法：クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy）

受験料

【試験の内容についてのお問合せ】
矢野経済研究所 レザーソムリエ運営事務局
TEL :03-5371-6913 (9:30～17:00)
HP：https://www.leather-sommelier.jp/
所在地：東京都中野区本町2-46-2中野坂上セントラルビル
E-mail：leather-sommelier@yano.co.jp

【試験の申込方法や当日についてのお問合せ】
受験サポートセンター
TEL：03-5209-0553 (09:30〜17:30※年末年始を除く)

テストセンター内のイメージ。会場には試験監督がおり、受
験者は本人確認を行った上で、会場内に設置されている
コンピュータを使って受験します。

【広告欄】

公式テキストのご紹介

【内容見本】

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）

CBTを受験する座席のイメージ。問題用紙やマーク
シートを用いる筆記試験とは異なり、受験者はコン
ピュータに表示される問題に対し、マウスで問題の選択
肢を選びます。

季刊

レザーソムリエ・ニュース（2面）

2020年12月1日（火）

（季刊）

Basic（初級）皮革講座オンライン
配信スタート!!
※配信日は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください

2017年よりスタートしたレザーソムリエ事業では、「革に関する知識を高めたい」、「お手入れ方法を知
りたい」など、主に天然皮革に関心のある全ての方に向けた「Basic（初級）皮革講座」を、毎年日本
各地で無料にて開催して参りました。本講座では、知識を習得いただく座学に加え、実際に“革に触れ
ていただく実習”の機会を設けるなど、より天然皮革に親しんでもらえるような他の講座にはないプログラム
をご用意し、毎年大勢の皮革愛好者・皮革業界関係者の方にご参加頂いて参りました。
ところが今年は、新型コロナウイルスの感染拡大により、会場に集まって参加していただくことが難しくな
りました。このため知識を習得いただく座学だけとなりますが、「Basic（初級）皮革講座オンライン」とし
て動画を配信させて頂きます。
配信予定日は12月1日（火曜日）、もちろん視聴は無料です！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か？・・・等々、基礎知識から革製品の選び方、
革製品のお手入れ方法など実践的な知識まで網羅しておりますので、ぜひこの機会に視聴してみてくだ

【動画の内容・ラインナップ】
レザーソムリエ資格試験公式テキスト Basic（初級）編の内容を基
に解説します。資格試験対策にピッタリな内容です。
●Chapter1 革とは何か？ Part1
●Chapter2 革とは何か？ Part2
●Chapter3 革製品の選び方
●Chapter4 革製品のお手入れ

さい！！

動画視聴の方法↓↓↓

★レザーソムリエ公式ホームページから視聴の申込みをしてください。
https://www.leather-sommelier.jp/

日本革類卸売事業協同組合（JLTA）

公式ホームページ リニューアルオープン！！
https://www.nikkaku.or.jp/

レザークラフト愛好家の皆さま、並びに革製品の商品企画担当者に朗報です！！

日本革類卸売事業協同組合（JLTA）ご挨拶

この度、レザーソムリエ資格試験の実施・運営主体である日本革類卸売事業協同組合
（JLTA）の公式ホームページがリニューアルオープンしました。

拝啓

新しくなったサイト上では、

レザーソムリエの皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

皮革素材の「小売」をしてくれる卸事業者をたくさん紹介しています。

本年、１１月３日『いいレザー』の日に、レザーソムリエ活動の運営母体である、日本革類
卸売事業協同組合の公式ホームページをリニューアルオープンしました。
組合の組合員は名前の通り、皮革卸売を主体に営業活動を行っていますが、近年、卸売
と合わせ、皮革をもっと一般の方に親しんでもらおうと、小売にも対応している組合員も多数
存在します。

レザークラフトなどに興味がある方はもちろん、革製品の商品企画担当者の方も、
ぜひ一度、リニューアルした公式ホームページをチェックしてみてください！！

このことを踏まえ、当ホーム頁リニューアルに際し、組合員名簿を、インターネット小売販売・対
面小売販売・その他と言うカテゴリーに分類し、掲載する事といたしました。当組合のレザーソ
ムリエ活動には、一般の方からも多く関心が寄せられております。
この名簿を、アトリエ・工房・趣味の方には皮革を手軽に購入する場所の情報提供、そして、
プロフェッショナルな方々には、普段仕入れている皮革だけではなく、新規に様々な皮革を購
入する場所のリザーチ等の為に活用して頂く事を願っております。

（下記SNSの「フォロー」、ならびに「いいね」もぜひよろしくお願いいたします）

▼Twitterはこちら↓↓↓
https://www.facebook.com/nikkaku.or.jp/

敬具
▼Facebookはこちら↓↓↓
https://www.facebook.com/nikkaku.or.jp/

日本革類卸売事業協同組合
理事長 立松進 氏

【広告欄】

レザーソムリエのロゴマークは、名刺や店舗POP等にも使用できます!!
レザーソムリエ合格者は、取得した認定級のロゴマークを「皮革や革製品について一定の知識を有する証」として使用することができます。使用希望者は、使用規
約に同意いただいたうえで、「ロゴマーク使用申請書」をご提出ください。

使用規約・使用申請書は公式ホームページよりダウンロード!!
https://www.leather-sommelier.jp/goukakusya.html

ロゴマークタイプA
（カラー）

ロゴマークタイプA
（モノクロ）

ロゴマークタイプA
（白抜き）

季刊

レザーソムリエ・ニュース（3面）

11月28日(土）
国内最大のレザープロダクトコンペティション

日本最大級の革と皮革関連資材のトレードショー
（季刊）

東京レザーフェア

Japan Leather Award 2020

今年はオンラインイベントを開催!!

表彰式を開催!!

一般社団法人 日本皮革産業連合会（JLIA）は、11月28日(土曜日)、二子玉川ライズ ガレ
リア （東京都世田谷区玉川2-21-1）にて、第13回目となるJapan Leather Award 2020
表彰式を開催します。
このジャパンレザーアワードは国内最大規模のレザープロダクトコンペティションで、審査員7名の審査
と協議により、全応募作品の中から各賞とグランプリを決定するイベントです。今年も全205点にも及
ぶ応募作品がありましたが、11月28日に各賞の受賞者を招き、当日には今年のグランプリが発表さ
れます！！
詳細は、公式ウェブサイト＜https://award.jlia.or.jp/2020/＞に掲載しておりますので、気に

レザーソムリエの皆さまに、東京レザーフェアよりうれしいお知らせです!!
今年は新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、2020年12月2日(水)・3日(木)に予定をしてお

なる方はぜひチェックしてみてください。レザーソムリエの皆さまもぜひお立ち寄りください！

りました『第102 回東京レザーフェア』は、ご来場者、関係者の健康・安全面を第一に考え残念なが
ら中止とさせていただきましたが、東京レザーフェアでは皆さまにレザーの魅力と最新の情報をお届けす
るため、オンラインを中心にさまざまな企画をご用意させて頂きました!!

オンライン企画その①
TLF公式サイト上で、12月～１月に開催される加盟各社の
個展情報をまとめてご紹介します！
今回は、動画や生配信で皆さまと個展会場をつなぐ企業も登場いたします。さらに、各社が打ち出す
「いち押し素材」を網羅するコンテンツも展開いたしますので、ぜひご注目ください！

オンライン企画その②
国際マテリアル見本市『リネアペッレ』トレンドエリア特別公開！
『リネアペッレ』とは、イタリア・ミラノで年に2回開催される、世界最大級の皮革見本市です。今回のオン
ラインイベントでは、2020年９月にイタリアで開催された『リネアペッレ』にて展開された各トレンドエリア
の解説動画を、特別に公開いたします!!（※2020年10月に公開された動画の再公開です）
公開期間は、2020年12月１日（火）～18日（金）までです。この機会をぜひお見逃しなく!!

オンライン企画その③
リーダーシップWEB セミナー
山崎大祐氏と学ぶこれからの時代に生き残る会社のつくり方

［開催日］11月28日（土） 14:00～
［会 場］二子玉川ライズ ガレリア 東京都世田谷区玉川2-21-1
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、表彰式を中止する場合がございます。また、開催時間が変更に
なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

今回、TBSグッとラックやNEWS PICKS出演などでご活躍され、次世代のリーダー育成にも力を入れ
ておられるマザーハウス代表の山崎大祐氏をお迎えしてオンラインセミナーを開催いたします。セミナーの

受賞作品紹介（※一部）

内容は、これからの時代の、「つくる、届ける、売る」とは？
これからの時代にかがやく企業と業界のヒント満載です！レザーソムリエの皆さまもぜひ奮ってご参加くだ
さい!!

フットウェア部門
ベストプロダクト賞
宮内崇氏
㈱スピングルカンパニー

フットウェア部門
フューチャーデザイン賞
細川悠眞氏
個人

バッグ部門
バッグ部門
ベストプロダクト賞 フューチャーデザイン賞
鈴木磨氏
松村美咲氏
有限会社清川商店

株式会社由利

ウェア＆グッズ部門
ベストプロダクト賞
小林仁太氏

視聴方法など詳しくは公式ホームページにて

CONCUSSION

https://tlf.jp

11月3日は、[ いいレザーの日 ]。

（注：製甲のまとめ作業は行いません）

LEATHER WORLD 2020
2020年 10月24日(土) -10月25日(日)

“いいレザーの日”である11月03日を目前とした先月10月24日・25日の2日間、一般社団法人 日本
皮革産業連合会（JLIA）の主催により、レザーワールド2020を開催いたしました!!
イベントでは、革が持つ、「色合い」「種類」「大きさ」「質感」を体験していただいた他、約50ブランドのレ

ザー商品の展示、レザーアイテムを作るワークショップ(予約制)の開催、レザーにまつわるクイズなど盛りだく
さんのイベントを実施いたしました! 今回は事後報告になってしまい申し訳ありませんでしたが、毎年この時
期に行っているイベントなので、レザーソムリエの皆さまは来年も楽しみにしていてください!!

季刊

レザーソムリエ・ニュース（４面）

2020年11月6日（金）・7日（土）・8日（日）

浅草エーラウンド2020・秋 オンラインにて開催しました!!
こちらもイベント終了後のお知らせとなってしまいましたが、150年続き、いまなお革靴の生産出荷額日本一を誇る「革のまち」奥浅草エリアの魅力に触れる
ことができる「革とモノづくりの祭典 浅草エーラウンド」が11月6日（金）～8日（日）の3日間、今年はオンライン形式で開催されました!!今年は新型コロ
ナウイルス感染症流行の影響により、皮革関連のイベントの多くがオンライン開催や、場合によっては中止に追い込まれてしまいました。しかし、毎年この時
期に実施しているイベントなので、レザーソムリエの皆さん、来年こそは楽しみにしていてください!!

浅草エーラウンドとは・・・
150年近く続く革靴の生産地であるという浅草の意外な一面を、楽しみながら知ってほしい──。
浅草エーラウンドは、工房や地域のお店のみなさんの、こうした想いから始まったイベントです。
観光地・浅草の奥座敷、革靴の生産出荷額日本一を誇る「革のまち」である奥浅草エリアを中心に、普段は非公開の革靴づくりの現場などを
巡り、モノづくりのDNAが息づく街の魅力を伝えます。毎回1万5000人〜2万人を集客する一大イベントとなっております。

レザーウェアのお手入れと保存方法について

連載企画

これだけは知っておきたい！
皮革の知識・お手入れ

第5回

①ホコリ・チリ以外の乾いた汚れの場合は
どのようにお手入れしたらいいの？
ホコリ・チリによる汚れと同じ要領で、強めにブラッシングする
とかなりの汚れが落とせます。
この時、スエードの毛も一緒に付着して取れることがあります
が、心配はいりませんし、革が破れてしまうようなこともありませ
ん。

—今回も表革・スエードのお手入れ方法を解説します－
②雨に濡れた場合は
どのようにお手入れしたらいいの？
スエードが雨に濡れた時は、表革と同じように速やかにタ
オルなどで軽く叩くようにして水分を取り除いてください。その
後、ハンガーに掛けて風通しの良い場所で「陰干し」してく
ださい。乾燥した後は、スエードブラシでブラッシングをすると
良いでしょう。
※汚れが目立つ場合は、ただちにクリーニング店に相談しま
しょう。

