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2018年11月11日（日曜日）、東京と大阪の2会場で、第2回レザーソムリエ
Basic（初級）資格試験を実施いたしました。前年を大幅に超える多数の方に受

発行元

験頂き、その結果228名の新たなレザーソムリエが誕生しました。第1回目と合わせ

日本革類卸売事業協同組合

ると、現在は総勢413名のレザーソムリエが皮革業界内外で活躍しております。

レザーソムリエ事務局

合格者の皆様には「認定証」、並びに「認定カード」を順次発送しておりますので、

（株式会社矢野経済研究所内）

到着いたしましたら大切に保管頂きますようお願い申し上げます。

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

【情報提供・編集協力】

尚、「Professional（中級）」といった上位の資格等級のローンチに向けて検討・

□一般社団法人日本皮革産業連合会

準備している最中ですので、「Basic」合格者の皆様も楽しみに待っていてください！

□日本革類卸売事業協同組合

10月14日（日曜日） Basic（初級）皮革講座を
今年は愛知県名古屋市でも開催いたしました!!
内容

時間

・日本の皮革産業の歴史
・エコロジーと原皮
・鞣（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
・顔料と染料の違い

□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
□日本服装ベルト工業連合会

お手入れ方法など実践的な知識まで網羅しつつ、業界のプロが皆様にわかり

□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

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

やすく丁寧に解説しております。また、レザーソムリエBasic(初級)資格試験の
50分

対策にもなるように位置付けて運営しております。

① （1面）11/11第2回レザーソムリエ試験を実施

昨年度は東京・大阪の2会場のみの実施でしたが、本年度は東京・大阪に
加え、新たに名古屋地区でも皮革講座を開催いたしました。定員100名のと
ころ、定員を大きく上回る多数の申込みを頂き盛況のうちに終了することがで
きました。ありがとうございました。
尚、来年度では、本年度と同じ「東京」・「大阪」・「名古屋」の3地域に加
え、「福岡」と「宮城」の計5地区で開催することを計画しております。詳細は
確定し次第レザーソムリエホームページ上で告知いたしますので、一度参加さ

② （1面）10/14Basic皮革講座を名古屋でも実施
③ （2面）レザーソムリエ合格者イベント第3弾を実施

④ （3・4面）
2019年度 皮革関係について学べる
学校の入校生募集要項

れた方も、まだ一度も参加されていない方も、楽しみに待っていてください！

60分

座学の様子
↑

実習

関する基礎知識を業界のプロが徹底解説する無料セミナーです。例えば、そ
何なのか？・・・等々、基礎知識や革製品による皮革の使い分け、革製品の

後半の実習では、さまざまな動物の『革』を、
実際に目で見て触って体感していただきます。
革の種類、仕上げの方法や特徴に対する理
解が深まります。

実
↑習の様子

4テーブル×15分
①テーブル
・牛革のサイズの違いと銀の違い
・クローム／タンニン鞣しの違い など
②テーブル
・エナメル、ガラスの製法と違い
・型押しとナチュラルな加工の違い など
③テーブル
各動物別の説明
・牛以外の各種動物革の説明(豚 ヌバック、
ラム スムース、シープ シルキー、キッド等）
など
④テーブル
エキゾチックレザー等の説明

Basic（初級）皮革講座とは、革の種類からお手入れ方法まで、皮革に
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

前半の座学では皮革の基礎知識からお手
入れ方法まで、知っておいて損はない皮革
の”うんちく“を学んでいただきます。翌日から、
革製品を見る目が変わること請け合いです。
座学

□大阪革商資材協会連合会

□一般社団法人日本ハンドバッグ協会

講座内容・プログラム
項目

□全日本爬虫類皮革産業協同組合

（季刊）

レザーソムリエ・ニュース

2018年11月11日（日曜日）
第2回レザーソムリエBasic（初級）資格試験を実施
228名のレザーソムリエが新たに誕生しました!!

【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3弾

（季刊）

姫路のトップタンナー㈱山陽工場見学＆講演会を
11月16日（金）に実施!!
http://sanyotan.co.jp

去る11月16日金曜日、レザーソムリエBasic（初級）合格者向けイベントの第3弾を実施いたしました。今回は、関西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「株式会社山陽」の工
場見学および講演会でした。山陽は創業100年を超える総合タンナーで、クロム鞣しを中心にピットでのタンニン鞣しの設備も兼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。当日の工場見学で
は、山陽の最新の工場設備をご見学いただき、つぎに、㈱山陽のご担当者さまから『革の仕上げについて』というテーマで講演会を聴講していただきました。普段見られない原皮から皮革になるまでの全工程の
見学に加え、革の仕上げ方法や種類について体系的に整理された㈱山陽のご担当者さまのお話に、ご参加頂いたソムリエの皆さんも大変満足されていました。

当日のスケジュール
時間

スケジュール

10：30

集合

10：45

㈱山陽到着

11：00

工場見学

12：00

講演会「革と仕上げについて」

13：00

昼食・交流会

14：00

質疑応答、その他

14：30

解散

100 BASIC

Vegetable Tanned Natural Leather

イベント概要
㈱山陽の魅力について
●創業100年を超える歴史あるタンナー。紳士靴用製革のシェアは国内№1
●塩漬けされた原皮の処理から仕上げまでの全ての工程の見学ができる
●ベジタブルタンニン鞣し・クロム鞣しのどちらの設備も見学できる
■開催日
■時間
■内容

：2018年11月16日（金曜日）
：10：30～14：30頃を予定
：①工場見学（60分）
②㈱山陽 取締役よる講演会（60分）
③レザーソムリエの皆さまとの交流会※ランチ（90分）
■参加費 ：10,000円（消費税込み）／1名
■参加資格：レザーソムリエBasic（初級）合格者
■定員
：先着30名様まで
■募集期間 ：2018年11月9日（金）まで

㈱山陽では、革を「鞣し」と「仕上げ」の組み合わせで選べるWebサイト「100BASIC」が2017年春よりスタートしています。
Web上で100種類のヌメ革の拡大写真を見て、そのままメールフォームから購入することが可能。実物の見本帳「100BASIC
BOOK」も発売中です。ヌメ革にご興味のある方はhttp://sanyotan.co.jp/project/01-100basic/へアクセス！
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2019年度

レザーソムリエ・ニュース（3面）

皮革関係について学べる学校の入校生募集要項

（季刊）

東京都立城東職業能力開発センター 台東分校

「製くつ科」 2019年度4月入校生募集
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。そして、日本で唯一の製靴の
公共職業訓練を実施している学校が、台東区花川戸にある東京都立職業能力開発センター
台東分校です。
製くつ科では、一年間の訓練で、革製紳士靴と婦人靴の企画、製甲、底付けなど、製造工程
の基本的な知識と技術・技能を学ぶことができます。また、学んだ技術・技能が発揮できるように、
修了に向けて就職支援も行っています。
現在、東京都立職業能力開発センター台東分校では、将来的に靴業界への就職を目指

す方々を対象に、2019年度4月入校向けの募集を行っております。レザーソムリエの皆さまでご
興味・ご関心がある方は、この機会に応募してみてはいかがでしょうか。

「トウラスター」や「ヒー
ルラスター」をはじめと
した機械設備がたくさ
んあります！

詳しくはこちらにアクセス

⇒ http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/taitou/

見学会の案内はこちらから⇒ http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/taitou/kengaku.html

項目

募集科目

内容

製くつ科 普通課程（1年コース）

21名

募集期間

2019年1月10日（木）～2月4日（月）

応募資格

高等学校卒業程度の基礎学力があり、製くつの技術・技能を習得して
就業を目指す求職中、または転職を希望する方（年齢制限、学歴制
限はありません）

① 「入校選考料納付書」により入校選考料(1,700円)を、金融機関
の窓口で納付してください。
② 「入校願書」に必要事項をご記入の上、『納付書の入校選考料払
込証明書』及び 『写真（横3cm×横2.4cm）』を入校願書に貼
り、当校または住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で、
ご本人がお申込みください。
※郵送では受付できません。

入校選考日時

2019年２月14日（木）午前９時15分開始
(1) 集合場所 及び 学力検査会場：台東区民会館８階

入校選考場所

（住所：台東区花川戸2-6-5）

(2) 面接会場： 東京都立城東職業能力開発センター台東分校
（学力検査終了後、面接会場(台東分校)へ移動します）

入校選考方法

①学力検査（午前）と ②面接（午前・午後）
学力検査と面接を行い、総合的に判断して合否を決定します。
（学力検査は高等学校卒業程度の国語と数学、合わせて50分です）

合格発表日

2019年度 4月入校向け
台東分校 製くつ科 見学会のお知らせ
回

見学会日時

4

2019年1月11日（金）

5

2019年1月17日（木）

6

2019年1月24日（木）

2019年２月21日（木）午前10時から午後３時まで
東京都立城東職業能力開発センター台東分校３階に掲示します。

受付

午後1時30分から受付を行い、
午後2時から見学会を開始します。

台東分校3階
「多目的会議室」前

※予約は必要ございません

（台東区花川戸
1-14-16）

■実施内容
製くつ科概要説明（入校申込方法、科目案内、就職状況など）及び、見学
※見学会で配布する入校案内2019に「入校願書（普通課程用29P）」と、指定の「納付書
（2019年4月入校生一般選考用 入校選考納付書）」が添付されています。
■所要時間
1時間半から2時間程度

革製紳士靴と婦人靴の企画、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。訓練時間9時05分～16時45分。

募集人員

申込方法

東京都立城東職業能力開発センター

城東職業能力開発センター 台東分校へのアクセス
■最寄駅

・都営浅草線 「浅草駅」
・東京メトロ銀座線 「浅草駅」
・東武スカイツリーライン 「浅草駅」
・つくばエクスプレス 「浅草駅」

季刊
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レザーソムリエ・ニュース（4面）

皮革関係について学べる学校の入校生募集要項

（季刊）

文化服装学院
2019年度4月入学 願書受付スタート
第2期 2019.1/9（水）～1/17（木）

杉野服飾大学
2019年度 社会人入試のお知らせ
杉野服飾大学は、学校法人杉野学園が運営する服飾教育に強みを持つ私立大学です。服
飾造形に関する基礎的な知識や技術に加え、２年次からの専門教育科目を履修する「服飾学
科」と、2018年度から新たに新設された「服飾表現学科」の２学科があります。
同校では、2019年2月8日（金）～3月1日（金）15時まで、社会人の第Ⅱ期出願登録
を受け付けております。レザーソムリエの皆さまでご興味・ご関心がある方は、この機会に応募して
みてはいかがでしょうか。

第3期 2019.2/4（月）～2/12（火）

文化服装学院は、1919年に東京・青山に設けられた裁縫教授所を母体とし、1923年、日
本初の服装教育の学校として認定を受けて以来、約30万人の卒業生を輩出しています。入校
生の9割が服作りの経験など無い初心者ですが、ファッション業界の基軸である文化のカリキュラム
で基礎をしっかり身につけ、初心者でもスムーズにファッション業界で活躍できるための授業を行って
います。
現在、同校では2019年度４月入学の願書受付をスタートしておりますので、レザーソムリエの
皆さまでご興味・ご関心がある方は、この機会に応募してみてはいかがでしょうか。

詳しくはこちらにアクセス⇒ http://www.sugino-fc.ac.jp/examination/
社会人入試について
■出願資格

詳しくはこちらにアクセス⇒ http://www.bunka-fc.ac.jp/

2018年4月以降のオープンキャンパス、進学相談会、学校見学等で個別面談を受け、本学の教育内容を
十分に理解した上で、第一志望（専願）として入学を強く志望し、社会人経験と大学入学資格を有するもの。

■出願から入学までの流れ（一般入学） ※Ａ・Ｂ方式より選択、面接

■出願登録および書類提出期間
出願登録期間

選考料払込期限
出願登録翌々日の23:59まで

Ⅱ期：2019年2月8日（金）～
3月1日（金）15:00

■出願資格

※ 出願登録最終日の払込期限は
16:00までとなりますので注意してください。

Web 出願ページで出願登録を行い、選考料35,000円をお支払いください。
出願書類は期間内に郵送してください。（最終日消印有効）

■学科編成

1. 高等学校、高等専門学校（3年以上）およ
び高等専修学校（専修学校高等課程）を
卒業または平成31年3月卒業見込みの者。
2. 国で定める大学入学資格を有する者。
3. 本学が高等学校卒業と同等の学力があると認
める者。 また、平成31年4月1日までに満18
歳に達する者。
4. 服飾研究科は大学・短大及び高等専門学校
（5年課程）を卒業または平成30年3月卒
業見込みの者。
5. 外国人留学生の入学要項は別に定める。
6. 編入学は別に定める。

■出願書類

□ Web 入学志願票 選考料支払い後ダウンロードして印刷してください。支払い後は登録情報の修正がで
きませんのでご注意 ください。
□写真 縦４㎝×横３㎝（カラー撮影、背景無地、枠なし、上半身無帽、3ヶ月以内に撮影したもの、裏面
に氏名を記入） Web 入学志願票の所定欄に貼付してください。
□志望理由書 本学所定用紙（Web 出願サイトよりダウンロード）に記入してください。
□職務経歴書 本学所定用紙（Web 出願サイトよりダウンロード）に記入してください。
□調査書等、大学出願資格を証明する書類

■出願上の注意
①

■募集学科
1. 服装科
2. 服飾研究科
3. ファッション高度専門士科
4. ファッション工科基礎科
5. ファッション流通高度専門士科
6. ファッション流通科
7. ファッションテキスタイル科
8. ファッショングッズ基礎科
9. II部 服装科
10. II部 ファッション流通科

②
③

書類に不備・不足があると受験票が発行できません。締切日間際の提出の場合は、特に不備がない
か充分に確認してください。
いったん受理した出願書類、選考料はいかなる理由があっても返還しません。
出願後の志望学部学科の変更はできません。

■Web受験票発行

Ⅱ期：2019年3月6日（水）12:00～
ダウンロードして印刷してください。面接日時は受験票に記載いたします。
受験票には写真を貼付し、面接当日に必ず持参してください。

■面接日

Ⅱ期：2019年3月9日（土）
会場は目黒キャンパス（東京都品川区上大崎4-6-19）です。

■出願・試験日程等
願書受付期間

試験方式

試験日程

合否通知
発送日

学費納入期限

第2期

1月9日(水)〜
1月17日(木)
必着 郵送受付のみ

A・筆記テスト・面接
B・感覚テスト・面接

1/26
（土）

2/5
（火）

2/22
（金）

第3期

2月4日(月)〜
2月12日(火)
必着 郵送受付のみ

A・筆記テスト・面接
B・感覚テスト・面接

2/23
（土）

3/1
（金）

3/8
（金）

3/18
（月）

3/25
（月）

3月6日(水)〜
3/15
A・筆記テスト・面接
第4期
3月12日(火)
B・感覚テスト・面接 （金）
必着 郵送受付のみ
※ 第4期につきましては、定員に達した場合は、募集を行いません。

■選考結果発送

Ⅱ期：2019年3月13日（水）
本人宛に郵送で通知します。Web による結果発表は行いません。

■入学手続締切

Ⅱ期：2019年3月20日（水）
合格者は、手続締切日までに入学手続時納付金納入と必要書類提出を行うことで入学手続が完了します。
入学手続書類及び手続方法の詳細については、合格通知に同封の「入学手続要項」をご確認ください。

