
 
 

 

２０１９（令和元）年度 

皮革業界総合研修〔後期コース〕 
 

＜募集案内＞ 
 

主催   大 阪 府 

近 畿 経 済 産 業 局 

共催  （地独）大阪産業技術研究所  
 
この研修は、皮革関連産業の振興のため、関連企業の経営者並びに従業員の方々に、最新の業界

の動向やトレンド、あるいは実践的な経営の知識等を身につけていただけるよう、各界の著名な講
師を招いて時流にあったテーマで実施します。 
後期コースは、経営管理、製革技術関係の幅広い知識等を身に付けていただけるよう企画しまし

たので、奮ってご参加ください。 

 
 
 
 
 
 

 

１ 日時・テーマ・講師等 
 

日 時 テーマ 
講   師 
（敬称略） 

内   容 場 所 
定
員 

１ 

 

1/15(水) 

 

18:30～ 

20:30 

越境EC成功への

１０のポイント 

 

～コンサルティ

ングとともに自

らも皮革製品を

販売して～ 

(株)プリンシプル 

代表取締役 

村田 光俊 

戦略から実務まで実際に取り組んでいるからこそ伝えられ

る、越境ＥＣ成功のための大原則と具体的な失敗しない方法

をお伝えします。 

自社の商品が海外で売れるか判断する基準 

海外で売るために知っておくべき考え方 

越境ECの実務と押さえるべきポイント 

など、誰でもわかりやすく越境ＥＣを成功へ導くための１０

のポイントについてお話します。 

マイドームおおさか 

４Ｆ セミナー室 

50 

名 

２ 1/２１(火) 

 

18:30～ 

20:30 

革の製造工程に

ついて 

(株)エトールナカム

ラ  

取締役  

中村 泰久 

革の製造工程について、どのような工程を経て皮から革にな

るか、鞣しを中心に分かりやすく説明いたします。 

革の動物の違いによる原料皮の特性、鞣しの特徴、製造工程

の製品革への影響と、製品革を原材料として使用する際の漉

割り、裁断について作る側からの視点で解説したいと思いま

す。 

マイドームおおさか 

４Ｆ セミナー室 

50 

名 

 

３ 1/２７(月) 

 

18:30～ 

20:30 

これだけは知っ

ておきたい革の

特性 

(特非)日本皮革技術

協会 

副理事長  

稲次 俊敬 

『これだけは知っておきたい革の特性』について、クレーム

事例から学びます。永年に亘る革・革製品の試験・研究に携

わる傍ら、苦情相談に対応してきた経験から、クレームを防

ぐためには、不良品の製造や革製品の取り扱いを誤らないよ

うに革の特性、特に、革の弱点について理解しておく必要性

を痛切に感じています。 

革の耐熱性、耐薬品性、水分特性、仕上げ（塗装）膜の剥離

強度等について取り上げます。 

また、日本エコレザー基準(JES)認定制度がスタートして

10年経過しました。この制度の概要説明と成功事例、今後

の取組みについてお話します。 

マイドームおおさか 

４Ｆ セミナー室 

50 

名 

開 催 要 領 
容 



 
日 時 テーマ 

講   師 
（敬称略） 

内   容 場 所 
定
員 

4 2/５(水) 

 

9:45～ 

12:00 

[講義/工場見学] 

皮革のできるま

で 

（株）三昌 

代表取締役社長 

福本 真也 

(株)三昌では北米産牛革（ステア牛・キップ牛）、日本産牛

革、山羊革、羊革を製造しています。牛革は海外又は国内の

協力工場で鞣し加工までし、その後厚みを揃えるシェービン

グ加工も外注協力工場で行っています。染色工程から仕上げ

工程までを自社工場内で行っています。 

工場の生産量は、 多品種少ロット製造へのシフトもあり、

約15,000,000DS/年間です。以前は、ヘビーレタンのハー

ドタイプの厚い革を得意としていましたが、近年では環境に

配慮した植物タンニン鞣し革やソフト革も製造することで

時代のニーズに合う様、多品種少ロット製造で安定した品

質・納期に対応できるように努力しています。 

本研修では、製造工程を見学するほかレザーギャラリーで

展示している革についても見学対象とし、様々な仕上げバリ

エーションについて紹介させて頂きます。 

(株)三昌 

姫路市四郷町山脇字

丁田150-1 

30 

名 

５ 2/１３(木) 

 

18:30～ 

20:30 

気持ちよく働け

る会社作りで、人

が人を呼ぶ。 

(株)西川商店  

代表取締役社長 

西川 晃正  

× 

工房CC 代表 

村木 ルイ 

創業100年以上の老舗（株）西川商店の5代目として事業承

継を受け、4代目のOEMから更に一歩先に進めた西川商店

としての特色のあるOEM、爬虫類など特徴ある革素材の販

売やオリジナルブランドの製造・販売やショールームの開設

など新たな取組みにチャレンジしている。気持ちよく働ける

環境を作ることで、新しい若手職人も入ってきている。事業

承継の悩みや体験、新たな取組みなどについて、コーディ

ネーターの村木氏との対談方式により、お話しします。 

マイドームおおさか 

４Ｆ セミナー室 

50 

名 

６ 2/２０(木) 

 

18:30～ 

20:３0 

若手が働きた

い！とやってく

る革屋のネット

活用術 

レザークラフト

Phoenix 

営業部長 

吉川 勝慈 

レザークラフト Phoenixは、1989年にオープンしたレ

ザークラフトの材料専門店で、皮革、金具、工具、副資材、

参考書などを販売。初心者の方からプロの職人さんまで幅広

く対応。2008年からスタートしたネットショップでは、初

めての方でも安心して注文できるよう配慮したサイト作り

やSNSの活用方法を評価され、2019年インターネット

ショップのコンテストで受賞。若手の人材育成やSNSの活

用等、時代にあわせた広報・経営戦略などについてお話しし

ます。 

マイドームおおさか 

４Ｆ セミナー室 

50 

名 

７ 2/2８(金) 

 

18:30～ 

20:30 

2020年秋冬靴

ファッション＆

市場は、こうな

る！ 

靴ジャーナリスト 

大谷 知子 

2020年秋冬シューズ・ファッションはどうなるのか、消費

マインドを刺激する新しい靴種が登場するのか…。終了した

ばかりの国際靴見本市ミカム（伊・ミラノ）取材を基に2020

年秋冬の傾向を婦人靴を中心にレポート。また、2019年2

月発効の日欧EPAが、イタリア靴輸出にどのようなインパ

クトを与えているかから、今後の国内靴市場がどう流れてい

くかを予測する。併せてミカムの直後に開催された皮革見本

市リネアペレで提案された、2021年春夏靴用素材の傾向に

も触れる。 

マイドームおおさか 

４Ｆ セミナー室 

5０ 

名 

２ 受講対象者 
大阪府内皮革関連業界の経営者並びにその従業員（今後皮革業界で開業又は従事しようとする方を含む） 

３ 受講料   
無料。但し、研修会場までの交通費等については、自己負担とします。 

４ 修了証書 
７講座中４講座以上出席した方に修了証書を交付します。 

（大阪府商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課 ものづくり振興グループより申込書記載の住所あてに郵送します） 

５ 申込方法 
インターネットで申し込む場合は、右のQRコードを読み込み、もしくは、 

大阪府ホームページの「トップ画面」⇒（下の方に画面スクロール）⇒「手続き・   

催しの総合案内」をクリック⇒（左上部の）「名称や案内番号でさがす」欄に                  

「皮革業界総合研修」を入力検索し「２０１９（令和元）年度皮革業界総合研修                 

（後期コース）」を開き、画面中央付近の「インターネット申込みはこちら」を 

クリックするとインターネット申込画面が開きます。 

郵送またはFAXで申し込む場合は、別紙受講申込書により 

[大阪府商工労働部 中小企業支援室 商業・サービス産業課 商業振興グループ]あて、郵送またはＦＡＸにて 

お申込みください。 

※ 申込締切は各開催日の１週間前までとし、先着順で受付します。但し、定員に達した場合には、その時点で締め切ら

せていただきます。受講票は発行しませんので、受付不可の旨の連絡がない限り、当日研修会場にお越しください。 

※ 定員を超えて申込みがあった際には、１社あたりの参加人数を調整させていただく場合がございますので、ご了承く

ださい。なお、2月５日（水）の工場見学については、１社あたり2名までの申込みとさせていただきます。 



＜申込み・問合せ先＞ 

大阪府商工労働部 中小企業支援室 商業・サービス産業課 商業振興グループ〔担当：西村・小柳〕 

住所：〒559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）25 階 

TEL：06-6210-949６ FAX：06-6210-9505 

※2/５（水）開催 工場見学に関するお問合せは下記までお願いします。 

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所〔担当：陰地(ｵﾝｼﾞ) ・道志(ﾄﾞｳｼ)〕  

TEL：0725-51-2593（陰地）／TEL：0725-51-2580（道志） 

 

 

６ 研修会場（開催日により会場が異なりますので、ご注意ください。） 

○マイドームおおさか ４Ｆセミナー室（大阪市中央区本町橋2番5号） 

【1/１５(水)、1/2１(火)、1/２７(月)、2/１３(木)、2/２０(木)、2/2８(金)】 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○(株)三昌（工場見学）（兵庫県姫路市四郷町山脇字丁田150-1）【2/５(水)】 

   ※見学の詳細は、受講対象者に改めて連絡します。 

集 合：９:45までに(株)三昌に集合してください。 

経 路：JR御着駅で下車し徒歩10分。 

※公共交通機関利用での参加に限定し、自家用車等での参加は不可としていますので 

ご了承ください。 



 

 

 

                                                  （敬称略） 

1．村田 光俊 ＜株式会社プリンシプル 代表取締役＞ 

 

２．中村 泰久 ＜株式会社エトールナカムラ 取締役＞ 

 

３．稲次 俊敬 ＜特定非営利活動法人 日本皮革技術協会 副理事長＞ 

 

４．福本 真也 ＜株式会社三昌 代表取締役社長＞ 

 

5．西川 晃正 ＜株式会社西川商店 代表取締役社長＞ × 村木 ルイ＜工房CC代表＞ 

 

6．吉川 勝慈 ＜レザークラフトPhoenix 営業部長＞ 

 

7．大谷 知子 ＜靴ジャーナリスト＞ 

 

前職の船井総研時代には【各業種の中小企業のEC事業者様を日本一のネットショップにする】というテーマで多くの

日本一のネットショップの立ち上げ＆業績アップに携わる。 

多くのEC企業の経営者様と海外展開を模索し、海外視察や実務支援で海外展開を後押し。 

2013年、国内職人が製造した皮革製品を販売するため、国内ECサイト、実店舗、越境ECを三本柱として自ら会社を

立ち上げる。越境ECは2014年7月から取り組み始めて売上比率20％に。実店舗では神戸元町、大阪駅のルクアイーレ

で展開。実業とコンサルティングの両方が出来る、若き実務型コンサルタントである。 

1987年、神戸大学農学部 畜産製造学教室鞣製学講座を卒業後、CIBA-GEIGY社に入社。アプリケーションセンター（スイス・

バーゼル）勤務後、1994年海外向けのサービスを担当。1998年、TFLジャパン社にスピンオフにより移籍。TFLチャイナ社 技

術部長職、東南アジア技術部技術統括、TFLジャパン・カントリーマネジャー、台湾、韓国の技術部統括（兼務）を歴任。2010年

3月より現職のTFLジャパン代表取締役に就任。2018年6月非常勤取締役となり、株式会社 エトールナカムラを立ち上げ、コン

サルタント業務、講演会、技術講習会の講師を営む。海外での勤務が長く、海外における皮革製造に関する知見が豊富。製革用の薬

剤の販売に携わっていたことから、製革工程における技術的課題、クレーム原因究明に対して現場志向の対応経験が豊富。 

1979年大阪府立工業技術研究所に奉職。皮革、皮革製品の試験研究に従事。1980年に設立された皮革消費科学研究会（旧関西

皮革衣料研究会）の事務局を担当し、皮革関連業界の川上から川下間の連携、相互理解のための機会設定に努め、例えば、皮革の基

礎・応用講習会の開催、情報交換会を通して各種情報発信、皮革の品質向上に貢献してきた。 

主に、革の堅ろう染色技術開発、革の製造技術開発、環境対応革の開発、革のクリーニング・メンテナンス技術、革の静電気特性

に関する研究を行う。特に、皮革素材・皮革製品のクレーム相談、原因究明のための分析・解析を行う。これらの経験を基に、同じ

過ちを繰り返さないよう啓発活動を行う。以後、大阪府立産業技術総合研究所(現地方独立行政法人大阪産業技術研究所)皮革試験所

長を経て2015年退職。 

現在は、一般財団法人日本皮革研究所 技術顧問、評議員を務めるかたわら、皮革関連の学術団体である特定非営利活動法人日本

皮革技術協会 副理事長を務める。特に、日本エコレザー基準(JES)認定制度の普及・啓発と皮革に関する正確な知識の普及・啓発

に尽力している。また、日本産業規格(JIS)皮革関連のJIS改定原案作成WG委員、一般社団法人日本タンナーズ協会 監事を務める。 

1987年 株式会社三昌に入社。2012年 代表取締役社長に就任。長年、品質管理を厳密に行い、安定した品質の維持

に努め、世界に通用する企業を目指している。 

2015年に新たな取り組みとして『レザーギャラリー』をオープン。数千種の革を展示し、実際に革を見て触って 

購入していただける態勢を整えるなど、国内においてもオンリーワンのタンナーとして営業を行っています。 

■西川 晃正   

バッグなど革製品の製造・革手芸用の材料の卸販売などを行っている株式会社西川商店。創業100周年を迎えた2018

年に5代目の代表取締役社長に就任。2019年7月には、新たな取り組みとして、本社工場の近くにショールームをオー

プン。OEMとブランド生産、爬虫類革卸など多岐に取り組んでいる。 

■村木 ルイ   

革小物請負職人、革業界をもうちょっと面白くするがコンセプトのイベント「本日は革日和♪」主宰、一般社団法人日

本皮革産業連合会のブログ執筆など、レザーワークコーディネーターとして多岐にわたって活動。 

2009年に、レザークラフトフェニックスに入社以降、主にネットショップの運営などを担当し、現在は部長として実

店舗、ネットショップを統括している。2019年からInstagramのLIVE配信機能を活用して革の豆知識などを動画で配

信。時代に合わせた広報戦略を実施している。 

靴業界誌「フットウエア・プレス」の他、靴・皮革製品関連の出版物を発行する、ぜんしん（現在は株式会社エフ・ワー

クス）への入社を契機に靴の取材をスタート。1997年、靴のカルチャーマガジン「シューフィル」の創刊に参加。「シュー

フィル」の主筆として、海外を含め、取材・執筆活動を行う。 

2011年秋、シューフィルを離れ、2012年３月、自身の靴サイト「Obring〔 http://obring.jp〕」を立ち上げる。

靴取材歴は40年余りに及び、ビジネス、ファッション、また健康とオールラウンドに活動している。 

講師プロフィール 
 


