
 

 

 

 
 

 

＜100回記念カウントダウン！日本最大級の皮革及び皮革関連資材トレードショー＞ 

12 月 6・7 日「第 99 回東京レザーフェア」開催 
最新皮革素材の展示やレザーファッションショー＆トークショーなども開催 

会 期 12 月 6 日（木）9:00～17:00（受付終了 16:30） 12 月 7 日（金）9:00～16:30（受付終了 16:00） 

会 場 都立産業貿易センター台東館（東京都台東区花川戸 2-6-5） 

主 催 協同組合資材連（東京都台東区浅草 6-20-6 聖天会館 TEL：03-3873-6564） 

共 催 東京都 

後 援 経済産業省・台東区・（一社）日本皮革産業連合会 

協 賛 リネアペッレ 

出 展 48 社および 9 団体 

U R L   http://tlf/jp  ※受付にてご登録をいただければ、どなたでも無料でご入場いただけます。 

 

日本全国の皮革関連企業56社で構成されている協同組合資材連は、日本最大級の

革と皮革関連資材のトレードショー「第99回東京レザーフェア」（以下略：第99回TLF）

を平成30年12月6日（木）・7日（金）に開催します。 

TLFとは、皮革の需要の拡大及び業界の発展を目的に「皮革製品素材である革及び

関連副資材」が秘める可能性や魅力を発信するための日本最大のトレードショーと

して毎年150社以上の企業が参加し、年2回開催。前回開催時は約5,500人の方にご

来場いただきました。 

TLFの協賛の「リネアペッレ（LINEAPELLE）」は、革の先進国であるイタリアミラノで毎

年開催されている世界最大のマテリアル見本市で、世界各国から1100社を超える企

業が参加。TLFでは、国内皮革産業の発展に向けリネアペッレの協力を得て、日伊

両国の最新マテリアルの提案やイベントで、様々な情報の発信を行って参ります。 

 

■第99回TLFみどころ 

 

①オリーブオイルを仕上げに使用した植物タンニンなめし革を開発＆初展示する富田興業㈱や、唯一のクロ

コダイル革の艶仕上げで淡い色を濃色と同様の輝きで仕上げることができる堀内貿易㈱や、日本人の足

に合わせて設計されたスポーツインソールを展示する㈱村井など様々な革や皮革関連資材が出展！ 

②Tokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部門受賞ブランドNAPE_がパートナー企業とコラボレーション

し、レザーファッションショー＆トークショーを開催！ 

③応募数1750点の革作品の中から表彰＆受賞作品を展示！「革コン！TLF革のデザインコンテスト2018」 

④トレンドセミナーや、革の本場イタリアで毎年開催されている世界最大のマテリアル見本市「リネアペッレ」

の最新マテリアルを独自編集し展示します。 

⑤日本の革業界をリードする革問屋やタンナーの今シーズン “渾身の一点”を展示！人気投票も行います。 
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TEL:03-3261-2392 FAX:03-3239-2025 MAIL:m-murata@1cm.co.jp 携帯 080-1283-9365(村⽥) 



■「NAPE_(ネイプ)」と過去最多となる9社がコラボ！レザーファッションショーを開催 

TLF出展社とTokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部門受賞ブランド

NAPE_がコラボレーションし、レザーファッションショーを開催します。今回コラボレ

ーションする企業はNAPE_デザイナーの山下氏自らが選定した9社となり、過去最

多の企業数となります。山下氏は『それぞれの革問屋にいいところがあり、優劣を

つけることができない』とコメントし、命あるレザーという素材の価値を大切にエンド

ユーザーに伝えていきたいと語っております。また、ファッションショーの他にも山

下氏と選定された企業でトークショーも開催します。「レザーの可能性」をテーマ

に、レザー業界とファッション業界のコラボレーションが生み出すレザーの新

境地についてトークショーを行います。 
 

＜コラボレーション企業 9 社＞ 

・相川商事㈱ ・㈱カナメ ・吉比産業㈱ 東京支店 ・㈱久保柳商店 ・墨田革漉工業㈱ ・㈱ストック小島 ・富田興業㈱ 
・フジトウ商事㈱ ・神戸レザークロス㈱ 

 

＜「NAPE_」とは＞  

美の象徴である「うなじ」や「首筋」から由来。感性と機能性が両立するユニセックスブランド。 

国内外の有名セレクトショップへの卸販売と国内アパレルメーカーでパタンナーとして経験を積み 2016-17 A/W に

「NAPE_」を立ち上げ。2016 年「Tokyo 新人デザイナーファッション大賞」プロ部門受賞。2017 S/SAmazon Fashion 

Week TOKYO 関連イベントにてジョイントショーに参加。2017-18A/W パリでのエキシビジョンに参加。衣服を軸に音

楽や食品などを含めた文化を発信している。 
 

【FASHION SHOW＆TALK SHOW スケジュール】 

  日 時： 12 月 6 日(木) ／ ①13：00～ ②15：45～ 

12 月 7 日(金) ／ ③11：00～ ④13：00～ ※いずれも 9F にて実施 

 

 

革コン！TLF 革のデザインコンテスト 2018 

今回で 8 回目となる同コンテストはファッション、生活雑貨、インテリアなどの

分野で、革製品の新しい価値を生み出すようなアイデアのデザインを募集し、

その内容を競うものになります。コンテストはデザイン画のみの「クリエイティ

ブ部門」と、実製作まで行う「プロダクト部門」の２部門に分かれております、 

応募条件は革素材を全体の 70％以上で表現したもので、未発表のオリジナ

ル作品に限ります。第 99 回 TLF にて、表彰式を開催し、受賞作品を展示致

します。 
 

【表彰式スケジュール】 

日時：12 月 6 日（木）14：15～＠9F 

公式サイト：http://kawalove.com/ 

 

2019-20 年秋冬トレンドセミナー＆リネアペッレ・セレクションを展示 

リネアペッレ トレンドセレクション総責任者である、アントネッラ・ベルタニン氏を講師に迎えて、2019-20 年秋冬トレン

ドセミナーを開催致します。また、革の先進国であるイタリアミラノで毎年開催されている世界最大のマテリアル見本

市、「リネアペッレ見本市」（30 年 9 月展）の最新マテリアルを独自編集し展示します。 

【トレンドセミナースケジュール】 

日 時：12 月 7 日（金）  ／ 14：00～15：30 

講 師：アントネッラ・ベルタニン氏（リネアペッレトレンドセレクション総責任者） 

テーマ：reflections between real and fake  

 

 

 

 

＜2017 年クリエイティブ部⾨︓最優秀賞作品＞ 

＜第 97 回 TLF_レザーファッションショーの様⼦＞ 

≪本件に関するお問い合わせ先≫ 「第 99 回東京レザーフェア」PR 事務局 村⽥・阿部 
TEL:03-3261-2392 FAX:03-3239-2025 MAIL:m-murata@1cm.co.jp 携帯 080-1283-9365(村⽥) 



TLF 発 トレンドラボラトリー 
19 年春夏に向けた素材と副資材の提案を行うブース。伝統と未来の両極を見据えながら、日本の鋭敏な感受性に

支えられた色彩と素材。商品づくりに不可欠なインスピレーションをご披露します。 
 

≪TLF トレンドセレクション≫  

今季の各社の提案を 3 つのテーマに分類。見て、触れて、感じる展示です。出展企業の新提案の概要も 

ご覧頂けます。 

 
 

≪トレンドテーマ・ガイダンス≫ 

トレンドセレクションのポイントを解説。今季の企画の決め手となる色と素材をご案内します。   

【実施スケジュール】 

6 日/ 11:00～11:15 7 日/10:30～10:45 

 
 

≪極めのいち素材≫ 

日本の革業界をリードする革問屋やタンナーなどが、プライドをかけた究極の一点を提案する革のコンテスト 

「極めのいち素材」。各 24 社が今シーズン “渾身の一点”を展示し恒例の人気投票を行います。 

実際に手で触れて、今なお進化を続ける革素材の可能性を感じることができます。 

前回 TLF98 回の 1・2・3 位の展示も行います。 

LINK：http://tlf.jp/sp9/index.html 

   

出展例①久保柳商店：「Botanical Sakura」                                                               

草木染めは染液の濃度、工房の外と中の温度差、染めの時間、そして染め

る革の動かし方等が複雑に組み合わされます。また原料となる植物や木

は、今日と２週間後とでは色が違います。つまり同じ色には二度と出会うこ

とがありません。それも草木染めの魅力のひとつでしょう。 

 

 

出展例②神戸ヤマヨシ＜KSMA 神戸靴資材総合協会＞：「革紙（かわし）」                             

革と和紙の新たな融合。日本の伝統工芸、金唐革紙をイメージし日本  

の季節を表現してみました。 

暖色は日本の秋、寒色は日本の冬のイメージです。 

 

  

出展例③墨田革漉工業＜東京製革業産地振興協議会＞：「晩秋の比叡」                                       

晩秋の比叡の山々と平安時代を頭に描き、革に当時の加工でイメージの表

現を試みた。素材は地元産ピッグスキンを用いている。 
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〔ご返信⽤紙〕 
12 ⽉ 6・7 ⽇「第 99 回東京レザーフェア」出席のご案内 及び 

「NAPE_(ネイプ)」×出展企業によるオリジナルファッションショー＆トークショー出席のご案内 

「第 99 回東京レザーフェア」PR 事務局㈱⼀宣知(イッセンチ)内  FAX: 03-3239-2025 
 

 
 
 

誠にお⼿数ではございますが、ご取材を予定の場合は必要事項をご記⼊の上、 

12 ⽉ 3 ⽇(⽉)までにご返信くださいますようお願い申し上げます。 

※ファッションショー＆トークショーは着席形式で⾏うためお席に限りがございます。 

   ご出席の場合は期⽇までにご返信頂きますようにご協⼒をお願い申し上げます。 
 

⽇にち □12/6      □ 12/7 

貴社名  

貴メディア名  

ご所属名  

ご担当者名                                   （他    名） 

TEL／FAX ／ 

E-Mail  

カメラ □スチール     ／     □ムービー 

ファッションショー
＆トークショー 

□12/6                 □ 12/7 
□13︓00~（プレス優先）     □11︓00~ 
□15︓45~               □13︓00~ 

備考 
 
 

 
[個⼈情報の取り扱いについて] 
本件のご取材申込みに関する個⼈情報は、本件の出⽋確認のほか、同様のご案内以外使⽤いたしません。 
 

 ≪本件に関するお問い合わせ先≫ 「第 99 回東京レザーフェア」PR 事務局㈱⼀宣知(イッセンチ)内 村⽥ 
TEL:03-3261-2392 FAX:03-3239-2025 MAIL:m-murata@1cm.co.jp 携帯 080-1283-9365(村⽥) 

 

開催日時： 12/6（9:00～17:00） 12/7（9:00～16:30） 

開催場所：都立産業貿易センター台東館＜東京都台東区花川戸 2-6-5＞ 

 


