季刊

レザーソムリエ・ニュース（1面）

leather-sommelier

（季刊）

レザーソムリエ・ニュース

レザーソムリエBasic（初級）
第2回資格試験の申込受付をスタート!!

Vol.3
2018年 秋号

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スタートさせました。
第2回目となる今年の試験（11月11日日曜日、東京・大阪の2会場で実施）は、8月1日~10月19日まで申込受付を行っております。
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！

申込期間：2018年

項目

8/1(水)～10/19(金)

内容

試験日

2018年11月11日（日）13:10～14:10（60分）
※受付12:30～、説明13:00～

受験資格
受験料

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

□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
□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

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

□全国皮革服装協同組合
□日本服装ベルト工業連合会

5,400円（税別5,000円）※振込手数料はご負担ください

□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
□日本手袋工業組合
□一般社団法人日本タンナーズ協会
□東京皮革商工協同組合

出題範囲

全50問 、公式テキストより幅広く出題します

申込方法

ホームページ（https://leather-sommelier.jp/）からのお申込、
あるいはFAX送信によるお申込のどちらかでお願いします

支払方法

受験料は下記口座までお振込にてお支払ください
●銀行名：みずほ銀行 浅草支店 ●口座番号：普通口座 1062434
●名義：日本革類卸売事業協同組合（ﾆﾎﾝｶｸﾙｲｵﾛｼｳﾘｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ）

受験票の発送

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】

①東京会場 200名 ②大阪会場 150名
※定員になり次第、お申込み終了とさせていただきます

定員

日本革類卸売事業協同組合

□一般社団法人日本皮革産業連合会

①東京会場 文化服装学院（新宿駅より徒歩10分程度）
②大阪会場 TKP大阪駅前カンファレンスセンター（大阪駅より徒歩6分程度）
※詳細は受験票の送付時にお知らせします

会場

発行元

Leather Life is My Life
レザーソムリエのための無料情報誌！！
秋号の CONTENTS
① 第2回資格試験の申込受付をスタート（1面）
② 『栃木レザー』工場見学会の実施報告（2面）

受験料ご入金確認後、受験票を発送（10月下旬～11月初旬）

③ 姫路のトップタンナー㈱⼭陽⼯場⾒学の案内（2面）

合否発表

受験者全員に対して合否通知を郵送します
ホームページにて合格者受験番号を掲載（12月11日予定）

④ Basic（初級）皮革講座を東京・大阪で開催（3面）

資格授与

合格者に「レザーソムリエBasic（初級）」 資格を授与

●東京会場：文化服装学院

⑤ 皮革関連イベントニュース（4・5面）

●大阪会場：TKP大阪駅前カンファレンスセンター

〒151-8522 東京都渋谷区代々木 3-22-1 TEL.03-4577-9242

〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-20 桜橋ＩＭビル TEL：06-6147-4630
JR大阪環状線 「大阪駅」

６分

中央口から徒歩

JR「新宿駅」

10分

南口から徒歩

【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）

合格者の皆さまに「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さまでご希望の方には「認定バッジ」の販売もいたしてお
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ください。指定口
座へのご入金確認後、数日以内に発送いたします。

■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）

レザーソムリエ合格者イベント第１弾を8月1日に開催!!

日本が世界に誇る国産タンナー
『栃木レザー』工場見学会の実施報告

（季刊）

http://www.tochigi-leather.co.jp/

去る8月1日水曜日、レザーソムリエBasic（初級）合格者の皆さまの中から先着20名を対象とし
て、日本が世界に誇る国産タンナー『栃木レザー株式会社』の工場見学会を実施いたしました。参
加者の皆さまには、原皮をなめして革へと加工していく工程をあますことなく見学していただき、“皮か
ら革へ”を体感して頂くと同時に、栃木レザー(株)代表山本氏による講座「知って得するなめしと原
皮の世界」を聴講していただきました。普段見られない工場内の見学に加え、山本社長のわかりやす
く楽しいお話がソムリエの皆さんにも大変な好評をいただきました！
植物タンニンなめしについての説明風景

熱心に説明を聞くソムリエ合格者の皆様

講義を行う栃木レザーの山本社長

緊急告知!!11月16日金曜日
姫路のトップタンナー㈱⼭陽
⼯場⾒学＆講演会を開催します!!

皆さまに「レザーソムリエ合格者イベント第３弾」のお知らせです。来たる2018年11⽉16⽇（⾦）に
関⻄が誇る⽪⾰製造業の集積地である姫路地区の著名タンナーである株式会社⼭陽の⼯場⾒学およ
び講演会を開催することにいたしました。まず⼭陽の最新の⼯場設備をご⾒学いただき、次に⼭陽の取
締役による講演会『⾰と仕上げについて！』を聴講していただきます。その後、質問タイムなどを含めたレ
ザーソムリエの皆さまとのランチ懇親会を開催いたします。

■当日のスケジュール
時間

スケジュール

10：15

集合

10：30

栃木レザー工場到着

11：00

工場見学

13：00

レストラン移動・講演

13：30

昼食・交流会

14：00

講演

14：30

解散

9月11日、ベストレザーニスト2018発表!!
レザーソムリエ事務局では、合格者の皆さまの中から希望者
の方を、ベストレザーニスト2018発表会に特別招待しました

9月11日、日本皮革産業連合会は東京･恵比寿ガーデンプレイスで「ベストレザーニスト2018」を
発表し、男性部門に俳優の吉沢悠さん、女性部門にタレントの岡田結実さんを選びました。
ベストレザーニストは毎年、最もレザーの似合う著名人を選定する企画です。レザーソムリエ事務局で
は、レザ－ソムリエ合格者の皆さまの中から抽選で選ばれた方（希望者）を対象に、このベストレザー
ニスト発表会への特別招待イベントを実施いたしました。

■歴代受賞者一覧

翌⽇の17⽇（⼟）、18⽇（⽇）は「⽪⾰まつり」が同地区のたつの市総合⽂化会館⾚とんぼ⽂化

年

男性受賞者

女性受賞者

⼭陽は創業100年を超える総合タンナーで、クロムなめしを中⼼にピットでのタンニンなめししの設備も兼

2008年

⾕原章介さん

⾹⾥奈さん

ね備えている姫路で1番充実した設備を持つタンナーです。なめし⼯程のリアルをぜひ体感してください！

2009年

掘北真希さん

パンツェッタ・ジローラモさん

2010年

⾼橋克典さん

優⽊まおみさん

詳細はレザーソムリエ

2011年

⽯⽥純⼀さん

優⾹さん

ホームページをチェック！！

2012年

伊藤英明さん

剛⼒彩芽さん

②㈱山陽 取締役よる講演会（60分）

2013年

渡部豪太さん

すみれさん／浅尾美和さん

③レザーソムリエの皆さまとの交流会※ランチ（90分）

2014年

塚本⾼史さん

眞鍋かをりさん

2015年

⼭本耕史さん

ホラン千秋さん

2016年

佐藤隆太さん

岡本玲さん

2017年

平⼭浩⾏さん

真野恵里菜さん

2018年

吉沢悠さん

岡田結実さん

ホールにて開催されておりますので、ご都合の良い⽅は、あわせて観覧されてみてはいかがでしょうか？

■開催日

：2018年11月16日（金曜日）

■時間

：10：30～14：30頃を予定

■内容

：①工場見学（60分）

■参加費

：10,000円（消費税込み）／1名 ※昼食代も含みます

■参加資格：レザーソムリエBasic（初級）合格者 ※認定カードをご持参ください
■定員

：先着30名様まで

■募集期間 ：2018年9月20日～2018年10月31日 ※定員に達し次第終了
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レザーソムリエ・ニュース（3面）

Basic（初級）皮革講座を東京・大阪で開催!!（季刊）
今年も、東京・大阪・名古屋の三都市で計5回にわたってBasic（初級）皮革講座を開催予
定となっておりますが、7月7日（土）・8日（日）、8月22日（水）、9月9日（日）の4日
間の工程が無事終了いたしました！
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？
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的な知識ま
でも網羅しており、レザーソムリエBasic（初級）資格試験（2018年11月11日実施予
定）の対策にもなる内容となっております。
10月14日（日）には名古屋会場でも開催予定となっておりますので、まだご参加されたことが
ない方はふるってご参加ください！！

項目

時間割（目安）

皮革講座①【座学】の講義風景

時間

皮革講座②【実習】の講義風景

講座内容

1.開場

12：30～

30分

・開場、受付

2.挨拶

13：00～13：05

5分

・挨拶、趣旨、実施内容、流れの説明等

3.皮革講座①【座学】

13：05～13：40

35分

・日本の皮革産業の歴史
・エコロジーと原皮
・なめしとは
・日本の革と海外の革との比較
・天然皮革と人工皮革の違い

13：40～13：45

5分

・顔料と染料の違い

13：45～13：50

5分

・座学まとめ、実習についての説明

- 休憩 -

13：50～14：00

10分

4.皮革講座②【実習】

14：00～15：00

60分

テーブル実習（実際に革に触れながら学習）
4テーブル×15分
①テーブル
・牛革のサイズの違いと銀の有無の違い
・クロム／タンニンなめしの違い など
②テーブル
・エナメル、ガラスなど仕上の違い
・型押しとナチュラルな加工の違い など
③テーブル
・牛以外各動物革（種豚、馬、羊、山羊、鹿 等）の説明 など
④テーブル
・エキゾチックレザー（ワニ、オーストリッチ、ヘビ 等）の説明 など

15：00～15：20

20分

・革製品のお手入れ

5.質疑応答

15：20～15：30

10分

・質問、その他

6.閉場

15：30～

30分

・受講者退場、片付け等

10月14日（日曜日）名古屋会場 申込受付中!!
10月14日（日曜日）、名古屋会場でBasic（初
級）皮革講座を開催予定です。まだご参加されてい
ない方でご興味・ご関心がございましたら、ぜひふるっ
てご参加ください。
申込方法などの詳細について、レザーソムリエホーム
ページにてご確認ください。
（https://www.leathersommelier.jp/index
.html）
（注：製甲のまとめ作業は行いません）

●名古屋会場
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター

季刊

レザーソムリエ・ニュース（4面）

11 月03 日は“ いいレザーの日”
LEATHER WORLD 2018 を開催します
11 月03 日は“ いいレザーの日” です。レザーに触れる(TOUCH) 日として、素材に触れる、職
人の技術に触れる、ワークショップなどの体験を通して触れる。レザーの魅力に多面的に触れる本イ
ベントを通して、革が持つ、「色合い」「種類」「大きさ」「質感」を体験してもらうことで、驚きと感動を
今年も皆さまにご提供します。
入場無料で、どなたさまもご参加頂けますので、レザーソムリエの皆様もぜひご参加ください！！
【開催概要】
日時 : 2018 年11 月3 日（土・祝 ) / 11 月4 日( 日)
11:00-20:00 ( ワークショップ最終受付 19:30 )
場所 : スパイラルガーデン・MINA-TO
東京都港区南青山5-6-23
入場無料

「ひょうご皮革総合フェア2018」および
「第27回たつの市皮革まつり」開催のお知らせ
兵庫県皮革産業協同組合連合会では、兵庫県、たつの市に加え、関係市町の支援と関連する
民間団体のご協力を受け「ひょうご皮革総合フェア2018」を、たつの市が行う「第27回たつの市皮革
まつり」と合同で開催いたします！
当フェアは、地域に密着した歴史と伝統を誇る皮革産業が市民とのふれあいの場を通して好感度を
高めることに加え、ひょうごの天然皮革のＰＲ、皮革の高付加価値化の促進を図ることを目的に開催
するイベントとなっております。
レザーソムリエの皆さまでご関心のある方は、ぜひ足を運んでみてください！！
【実施概要】
１ 開催日
２ 会 場
３ 主 催

①見る / LOOK
目に飛び込んでくる皮革素材や皮革
製品から、レザーの知識を学ぶ。
②触る / TOUCH
触れることで新しい発見をしよう。
ゲーム感覚で体感できるコーナーでレ
ザーの知識レベルを試してみよう。
③作る / MAKE
毎年人気のワークショップ。触ったレザ
ーを使って、実際に物を作ってみよう。

後 援
協 賛

平成３０年１１月１７日（土）～１１月１８日（日）＜２日間＞
たつの市総合文化会館・赤とんぼ文化ホール
(たつの市龍野町富永 TEL:0791-63-1888)
兵庫県、兵庫県皮革産業協同組合連合会
たつの市、たつの市皮革産業総合推進協議会
一般社団法人日本皮革産業連合会（ベストレザーニストのトークショー）
近畿経済産業局、姫路市、太子町、一般社団法人日本タンナーズ協会
龍野商工会議所、（NPO）日本皮革技術協会
兵庫県革製品研究会

■内容
開催名

開催場所

(1) 開会式
ホワイエ

(2) ニューレザーコンテスト2018表彰式・記念撮影
入賞皮革と応募作品展示
(3) ベストレザーニスト2018のトークショー
(4) プリンセスたつのによる創作衣装紹介

大ホール

(5) 県立龍野北高校生他による創作デザインファッションショー
(6) 海外アワード受賞作品紹介コーナー

ギャラリー

(7) 兵庫県立工業技術センターによる ・皮革製品取扱相談コーナー
(8) 神戸医療福祉専門学校・上田安子服飾専門学校・兵庫芸術福祉大学
神戸芸術工科大学・他による皮革のデザイン作品展示
(9) 地場産品紹介コーナー（豊岡鞄・ケミカルシューズ・播州織・三木金物他）
(10) 兵皮連パリファッションウイーク出展報告コーナー

ホワイエ
又は
市民広場等

(11) 各種取り組みの歴史的資料コーナー
（レザーニスト・龍野北高校生10年の歩み・ミスたつの歴代衣装他）
(12) リーガルシューズコーナー
(13) 革細工体験各種（アニマルフィギア・レザークラフト製作体験教室等）

9月28日（金）・29日（土）
Japan Leather Award 2018 審査会（応募作品一般公開）を開催！！
一般社団法人日本皮革産業連合会（JLIA）は、9月28日（金）・
29日（土）の日程で「Japan Leather Award 2018」の審査会を開
催いたします。
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、当日は著名人を招いての審査会となり、全応募作品からグランプ
リ、各賞を決定します。
また、全応募作品255点を一般公開し、お好きな作品にコメントをお書
きいただいた方先着200名さまに「革の動物指人形」をプレゼントします。
詳細は、専用サイトhttp://award.jlia.or.jp/2018/に掲載しており

Japan Leather Award 2017審査会の様子

ますので、気に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！
[会 場]
iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ
[ 開催日 ]
9月28日（金）10:00～16:00
9月29日（土）10:00～18:00
[ 審査員 ]
長濱雅彦審査員長 、ドン小西特別審査員 、他、プロ審査員9名

iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

季刊

レザーソムリエ・ニュース（５面）

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
10月19日から21日までの3日間開催されます。
レザーソムリエの皆さまもぜひ足を運んでみてください！！

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。
尚、この浅草エーラウンドでは毎回1万5000人〜2万人を集客しています。

手仕事を身近に味わう

まち歩きツアー

江戸まち たいとう芸楽祭「まちかど映画会」

ワークショップ・バザール

経験豊かな職人が多く働く奥浅草。専門

エーラウンド期間中だけ公開する靴工場に

名誉顧問にビートたけし氏を迎えた「江戸

10分ワンコインから8時間2万円まで、お

性が高く分業化が進んだ生産現場を巡る

潜入、モノづくりの現場を間近に感じること

まち たいとう芸楽祭」とのコラボレーション

子様から大人まで楽しめる20以上のワー

ことは、新しい発見に満ちあふれています。

ができます。ほかにも歴史スポットを巡ったり、

企画。『ハイヒール～こだわりが生んだおと

クショップ。山谷堀広場の特設マーケットや

そんな技術の一端を学べる、ワークショップ

下町グルメを満喫したり、いろんな角度から

ぎ話』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の2本

浅草駅近くのギャラリー、そしてそれぞれの

も充実。

奥浅草を知り尽くす絶好の機会です。

を上映予定です。

店舗で開催します。

マテリアルギャラリー

マーケット

レザーソムリエに関するご質問・お問い合わせ
浅草駅近くのギャラリーでは革・資材問屋14

隅田川沿いの広場におよそ40軒の出店が集結。

社が集結。ここでしか手に入らない、掘り出し

クリエイターによる小物販売やワークショップ、革専

物の素材がきっと見つかります。革のノウハウや

門店の材料や道具、飲食の屋台や音楽イベント

製作のヒントも手に入るかも知れません。

まで。20日には映画も上映します。

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）

