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兵庫県皮革大学校 
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近畿経済産業局小規模事業者等支援委託事業 

兵庫県皮革大学校 

 

・・・・平成３０年度 皮革製造基礎部門研修・・・・ 
１）研修テーマ 

 皮革製造工程ごとに基本的な講義します。手法や皮革に関する最近の技術動向、国

内外の市場動向などの講義を行います。各講義を通して皮革製造に関する知識と技術

を習得します。皮革の規格・試験方法や革製品のファッショントレンドに関する情報

や革のメンテナンス方法および知的財産権についての知識を習得します。 

 

講義時間：午後 6 時～午後 8 時 

日 付 内 容 講 師 

7 月 

20 日（金） 皮革概論Ⅰ・・革作りの歴史と流れ 川村通商株式会社 

 鍛治 雅信 氏 23 日（月） 皮革概論Ⅱ・・原料皮と薬品取扱い 

27 日（金） 準備工程 
株式会社エトールナカムラ 

 中村 泰久 氏 

30 日（月） 各種鞣剤と鞣製法 
TFL ジャパン株式会社 

 嶋田 裕亮 氏 

8 月 

3 日（金） 脱灰・浸酸・鞣工程 
株式会社エトールナカムラ 

 中村 泰久 氏 

6 日（月） 再鞣・染色・加脂・乾燥工程 
TFL ジャパン株式会社 

 嶋田 裕亮 氏 

10 日（金） 仕上げ工程 
TFL ジャパン株式会社 

 大矢 宝広 氏 

20 日（月） 革の二次加工 
兵庫県技術開発指導員 

桑田 実 氏 

24 日（金） 革のメンテナンス 
ユニタスファーイースト株式会社

中島 勇 氏 

27 日（月） ファッション情報 
神戸ファッション専門学校 

田仲 留美子 氏 

31 日（金） 
2018 年秋冬シューズの傾向と皮革を

取り巻くトレンド 

大谷事務所 

 大谷 知子 氏 

9 月 

3 日（月） 皮革と知的財産 
兵庫県立工業技術センター 

鷲家 洋彦 

7 日（金） 皮革の規格と試験 
皮革工業技術支援センター 

松本 誠 

  ※都合により日時、内容および講師が変更される場合もあります。 

２）定  員  20 名 

申込は受講申込書に記載し、Fax または郵送して下さい。 

申し込み多数の場合は、初めて受講される方を優先します。 

        受講生には追って研修の詳細を連絡します。 

３）受 講 料    無料 

４）修了証書  50%以上出席された方に修了証書を交付します。 

５）実施場所  姫路市野里３ 皮革工業技術支援センター 



 

 

近畿経済産業局小規模事業者等支援委託事業 

兵庫県皮革大学校 

 

平成 30年度革製品製造技術バッグ部門に関する実習のご案内 

 

皮革工業技術支援センターでは「兵庫県皮革大学校」の技術者育成研修として革製品製

造技術バッグ部門の製造実習を行います。実習では、加工技術を習得することを目的とし

て、下記の２コースを開催しますので、奮ってご参加頂きますようご案内申し上げます。 

参加御希望の方は申込書を下記までお送りください。 

 

講師：兵庫県技術開発指導員 桑田 実 氏 

◎「基礎コース」 

定員：6名（ミシン経験のある方） 

日時：9月 10日（月）～ 12日（水）  

9時 30分～17時 30分 

型紙づくりからトートバッグを製作し、バッグ製造に必要な

“基礎技術”を学びます。 

 

◎「応用コース」 

定員：6名（基礎技術を習得されている方） 

日時：10月 15日（月）～ 19日（金） 

9時 30分～17時 30分 

クラッチバッグの製造実習を行い“応用技術”の習得を目指

します。 

 

場所：皮革工業技術支援センター 二次加工実習室 

費用：無料 

申込：皮革工業技術支援センター宛てに、受講申込書を Fax

   または郵送してください。 

✩備考✩ 

・小規模事業者等の活性化のための技術者育成研修です。 

・製革業者、革製品製造業者および皮革関連業者が受講対象です。 

・応募者多数の場合は、初めての方を優先するとともに、一社あたりの人数を制限します。 

・受講コースは、講師と相談して決めさせていただきます。 

・受講生には、追って詳細の連絡を差し上げます。 

申し込み・問い合わせ先 

〒670-0811姫路市野里 3番地  皮革工業技術支援センター 

TEL（079）282－2290     FAX（079）222－9043 



 

 

近畿経済産業局小規模事業者等支援委託事業 

兵庫県皮革大学校 

 

平成 30年度革製品製造技術衣料部門のご案内 

 

 皮革工業技術支援センターでは「兵庫県皮革大学校」の技術者育成研修として革製品製

造技術衣料部門の製造実習を行います。実習では、基本的なデザインと加工技術を習得す

ることを目的として、下記のとおり開催しますので、奮ってご参加頂きますようご案内申

し上げます。受講ご希望の方は、申込書を下記までお送りください。 

 

＝＝衣料製造実習＝＝ 

衣料用革を用いて、受講生の体型に合わせて衣料を作製し、衣料のデザインと加工技術

を学びます。レザーシャツの製作を予定しています。 

 

◎講 師 

神戸ファッション専門学校講師 田仲 留美子 氏 

カラーアナリスト   西田 美加 氏 

 

 

◎日 時 

8月 27日（月）～ 29日（水） 

9時 30分～17時 30分 
◎定 員 

５名（ミシン経験のある方） 

◎場 所 

皮革工業技術支援センター 

◎申 込 

受講申込書を Faxまたは郵送して下さい。 

 

☆備考☆ 

・小規模事業者等の活性化のための技術者育成研修です。 

・なめし革製造業者、革製品製造業者及び皮革関連業者が受講対象です。 

・応募者多数の場合は、一社あたりの人数を制限します。 

・初めて受講される方を優先します。 

・受講が決定した方には、別途詳細を通知します。 

申し込み・問い合わせ先 

兵庫県立工業技術センター 皮革工業技術支援センター 

〒670-0811 姫路市野里 3 番地 TEL（079）282－2290 FAX（079）222－9043 



 

 

近畿経済産業局小規模事業者等支援委託事業 

兵庫県皮革大学校 

 

平成 30年度革製品製造技術 

ミシン部門のご案内 

 

 皮革工業技術支援センターでは「兵庫県皮革大学校」の技術者育成研修として革製品製

造技術ミシン部門の実習を行います。実習では、革製品製造に必須となるミシン縫製の基

本を習得することを目的として、下記のとおり開催しますので、奮ってご参加頂きますよ

うご案内申し上げます。受講ご希望の方は、申込書を下記までお送りください。 

 

＝＝ミシン実習＝＝ 

初心者を対象として職業用ミシンと工業用ミシンを用いての実習を行います。一日目は、

ミシン技能検定試験に準じて縫製方法を学び、二日目は、ポーチ・ペンケースなどの小物

を作ります。 

 

◎講 師 

カラーアナリスト 

西田 美加 氏 

◎日 時 

8月 9日（木）～ 10日（金） 

9時 30分～17時 30分 
◎定 員 

５名 

◎場 所 

皮革工業技術支援センター 

◎申 込 

受講申込書を Faxまたは郵送して下さい。 

 

☆備考☆ 

・小規模事業者等の活性化のための技術者育成研修です。 

・なめし革製造業者、革製品製造業者及び皮革関連業者が受講対象です。 

・応募者多数の場合は、一社あたりの人数を制限します。 

・受講が決定した方には、別途詳細を通知します。 

申し込み・問い合わせ先 

兵庫県立工業技術センター 皮革工業技術支援センター 

〒670-0811 姫路市野里 3 番地 TEL（079）282－2290 FAX（079）222－9043 



 

 

近畿経済産業局小規模事業者等支援委託事業 

兵庫県皮革大学校 

皮革製造技術に関する実習・講義のご案内 

 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素は当センターの事業にご協力頂き厚くお礼申し上げます。 

  さて、当センターでは「皮革大学校」の皮革製造技術部門として皮革製造実習を計画し

ています。皮革製造実習では、基本的な革製造について専門技術を習得した講師による実

習によりその技術や手法を習得することを目的として、下記のとおり開催します。ご多忙

中とは存じますが多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。なお、ご参加の方は

申込書を下記までお送りください。 

 

                                      記 

１． 皮革製造実習 

○「皮革の製造実習 下地革まで」   株式会社エトールナカムラ 中村 泰久 氏 

    平成３０年１０月１日（月）～５日（金）  

研修時間：午前１０時～午後５時 

 今年は牛革の製造のみならず、鹿革の 

製造実習も行います。 

ドラムによる製造、簡易的な槽漬けによる 

製造、二つの製造方法について説明いたします。 

 

 

  ○「皮革の製造実習 仕上げ工程」     皮革コンサルタント 三部 俊一 氏 

    平成３０年１０月２９日（月）～１０月３１日（水）  

研修時間：午前１０時～午後５時 

 

     （なお、研修の始めと終わりに講義による説明を行います） 

       

２．研修場所：兵庫県立工業技術センター 皮革工業技術支援センター 

 

３．申込先：下記宛に Fax または郵送でお願いします。電話では受付できません。 

 

 

 

 

 

        都合によりテーマ及び講師が変更される場合もあります。 

兵庫県立工業技術センター 

皮革工業技術支援センター 

〒670-0811 姫路市野里 3番地 

     TEL（079）282－2290 

     FAX（079）222－9043 



 

＝お問合せ・申し込み＝ 

兵庫県立工業技術センター 

皮革工業技術支援センター 

〒670-0811 姫路市野里 3番地 

TEL（079）282－2290 FAX（079）222－9043 

近畿経済産業局小規模事業者等支援委託事業 

兵庫県皮革大学校 

平成 30年度革製品製造技術靴部門実習のご案内 

 

【革靴製造実習】 

天然皮革を使用し、「裁断・縫製・釣り込み・バ

フ掛け」など基本的な製造技術を学び、外羽根式プ

レーントゥシューズを製作します。 

 

 

◎講 師 竜田靴代表 小松 竜田 氏 

 

◎日 程 一回目 12月 3日（月）－6日（木） 9時 30分～17時 30分 

     二回目 12月 10日（月）－13日（木）9時 30分～17時 30分 

 

◎定 員 各回ともに４名（ミシン経験のある方） 

申込み多数の場合は、皮革大学校革製品製造実習を初めて受講する 

方を優先するとともに、１社あたりの受講者を 1名とします。 

 

◎場 所 皮革工業技術支援センター 二次加工室 

 

◎申 込 受講申込書を 11月 16日までに、Faxまたは郵便でお送り下さい。

電話での受付はできません。 

 

 

◎備 考 

・製革業者、革製品製造業者および皮革関連業者が受講対象です。 

・小規模事業者の技術者育成研修です。靴作り体験教室ではありません。 

・受講が決定した方には、別途詳細を連絡します。 

・都合により日時および内容が変更される場合があります。 

・受講料は無料です。 


