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2017年 中小企業世界発信プロジェクト推進協会特別賞 

2018年 すみだリーディングファクトリー２０１８選定企業 

 

1998年 12月 1日 繊維新聞「期待集めるエコロジーなめし法」 

2007年 11月 30日 セイコーウォッチ株式会社プレスリリース「日本デザインのパイオニア渡辺力

氏による「次世代に残したい良いモノ」をコンセプトにしたウォッチを発売」 

2008年 2月 29日 読売新聞江東版「工場「革カバン」に」 

2009年 10月 1日 JCOM「やさしい革ができるまで」 

2010年 3月 25日 日本繊維新聞「ニッポン・マテリアル・ブランド 3 ブランドとコラボ エコレザ

ー使用し」 

2010年 3月 25日 織研新聞「ニッポン・マテリアル・ブランド始動」 

2010年 5月 14日 織研新聞「墨田のピッグスキンなめしを守ろう！地元住民も巻き込んで」 

2011年 10月 21日 山陽新聞「悩み逆手 イノシシ革製品に」 

2011年 10月 27日 岡山日日新聞「皮も使って“一石二鳥” 「ジビエ」に続き試作品」 

2012年 6月号 『WizBiz』「山口産業 工場見学で伝えたい地域のモノづくり」 

2012年 10月 10日 山陽新聞「イノシシ革製品好評」 

2013年 10月 4日  農文協季刊『地域』第 15号 

「イノシシとシカの皮、なめして産地にお返しします「MATAGI プロジェクト」」 

2013年 10月 13日 日本農業新聞「鹿の上からサッカーネット“ばさり”」 

2013年 12月 5日 月刊『ソトコト』175号（2014年 1月号）「下町レザーが里山を豊かに。」 

2014年 3月 18日 東京新聞「駆除シカ、イノシシ革へ加工 墨田の技でマタギ応援」 

2014年 4月 19日 北海道新聞「エゾジカ皮活用に新たな流れ」 

2014年 6月号  月刊『商工金融』「中小企業を活性化させる CSR活動」 

2015年 6月 30日 貿易研修センターHP「シリーズ日本の力－進化する製造業 IIST 取材記事 

革素材と連携の力で挑戦を続けるタンナー」 

2015年 10月 30日 読売新聞「駆除動物で皮革製品」 

2016年 2月 4日 ソラマチ処MATAGI展 

2016年 10月 9日 日本農業新聞「MATAGIプロジェクト」 

2016年 10月 22日 新潟日報「聞く 山口明宏さん 有効な資源産地に還元 有害鳥獣の皮活用」 

2017年 10月 1日 読売新聞「顔 山口明宏さん 駆除動物の革製品普及を目指す」 

2018年 8月 7日 織研新聞「獣皮活用促進へ事業化 「マタギプロジェクト」とレザーサーカス

が連携」 

2018年 10月 29日 織研新聞「害獣の皮を有効活用するマタギプロジェクト 森の恵みを生活に

生かす」 

2019年 4月 25日 国営モンツァメ通信社『モンゴル通信』「モンゴル・日本、ラセッテーなめし技

術移転活用によるブランド化で協定」 
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2009年10月1日JCOMチャンネル放送
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2011年10月21日山陽新聞
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2012年5月号　WizBiz



2012年5月号　WizBiz



2012年 10月 10日付山陽新聞 

 

 



2013年秋「季刊地域」第15号
「獣の恵み　皮・角・肉を利用する」掲載





2013年10月13日付日本農業新聞
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2016年10月22日付新潟日報



2017年10月1日付
読売新聞



2018年8月7日付織研新聞



2018年10月29日付織研新聞



22日、自然環境・観光省はモ
ンゴル国首相後援の下で「歴史
観光・投資」テーマの全国フォ
ーラムを開催した。
開 催 に 先 立 ち 、 オ フ ナ

ー・フレルスフ首相が「モ

ンゴル国政府はヘンティー
県を歴史観光スポット、フ
ブスグル県を自然観光スポ
ット、首都ウランバートル
を文化観光スポットとして
宣言し、今後、中央部、西

部、東部、森林部、ゴビ部
およびウランバートル区域
でその地理と特徴、観光余
裕に基づいた観光スポット
の開発とサービスの質の向
上、インフラ整備など具体

的な事業を計画し、実施し
始めている。この計画の一
環としてアジア開発銀行か
ら38 0 0万米㌦の借款およ
び国家予算によりヘンティ
ー県でのチンギスハーン歴
史・文化研究所設立が閣議
決定され、3カ所に観光施設
建設およびインフラ投資が
始まったことをここで強調
したい。ヘンティー県の歴
史観光スポットに関連し、
三河川合流地、歴史記念有
名地での鉱物資源開発許可
証の発行を中止し、政府が
特別保護区域指定に関連し
段階的な措置を取ってき
た」と述べた。
モンゴルは2018年に初め

て50万人以上の観光客を受
け入れ、5億6900万米ドル
の収入を確保した。全国で
登録済みの270社のツアー
オペレター会社、460のホテ
ル、400のキャンプ場が運営
され、3万4000件の雇用創出
がなされている。
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モンゴル銀行「経済フォーラム2019」
今後の展望はフィンテック

首相、家畜用耳タッグ製造工
場を視察

閣議、石炭輸送労働者向け
業務及び職場環境の改善

モンゴル政府と日本政府
は、在留資格「特定技能」
を有する外国人材に関する
制度の適正な実施のための
基本的枠組みに関する協力
覚書の署名を、4月17日に
実施した。モンゴル側か
らはソドノム・チンゾリグ
労働・社会保障大臣、日本
側からは山下貴司法務大臣
が、同覚書に署名した。
今回の覚書は、労働・社会

保障省と日本の法務相や外務
省、厚生労働省、警察庁の間
で、特定技能外国人材に係る

制度の適正な運用のための基
本的連携枠組みに関する協
力覚書である。この協力覚書
は、モンゴルと日本の両国が
特定技能外国人材の円滑かつ
適正な送出し・受入れ、日本
での就労における問題解決等
のための情報連携及び協議の
基本的枠組みを定めている。
また、制度の適正な運用に向
けて改善を要する問題の是正
を目的の当局間協議の実施、
悪質な事業者の排除などを推
進する。
モンゴルと日本は2017年、

技能実習生の送出し・受入に
関する覚書を署名しており、
モンゴル側の当局が76社に対
して技能実習生送り出し認
可を下した。新たに結ばれた
覚書では、同省の労働・福祉
サービス局が事業を所轄とす
る。式典では、チンゾリグ大
臣は、入国管理法改正による
特定技能外国人の受入国にモ
ンゴルが指定されたことに感
謝し、「新覚書の署名が、モ
ンゴル人も日本人のような労
働条件で働ける機会をもたら
す」と述べた。

モンゴルと日本、特定技能外国人材の送出し・受入、覚書に署名

首相後援下の「歴史観光・投資」全国フォーラム開催

4月18日、食料農牧軽工業
省において、JICA調査団主
催のモンゴル国ラセッテー
なめし技術を活用したレザ
ーのブランド化に係る基礎
調査覚書署名式の記者会見
が行われた。
これはJICAの産業多角化推

進と地域開発戦略強化の一環
として行う中小企業海外展開
支援事業のひとつで、東京墨
田区の山口産業株式会社（山
口明宏代表取締役社長）が採
択され、皮革産業本場のモン

ゴル国へ、環境によい、柔ら
かいなめし技術を提供、モン
ゴルレザーのブランド化推進
における基礎調査を実施する
という。
冒頭の挨拶はB．バトフ

ー食料農牧軽工業省の軽工
業政策調整局局長が、開会
の辞はT．バヤルサイハン
モンゴル皮革産業連盟会長
が行った。続けて山口明宏
社長がプロジェクトを紹介
し、長山勝英調査団リーダ
ーがモンゴルレザーのブラ

ンド化を目指す活動（MONY
プロジェクト）を説明し
た。技術受領者は、モンゴ
ル皮革業界のパイオニアで
あるモンゴル・シェヴロ株
式会社と、モン・イレード
ゥィ有限会社の2社で、同活
動を推進するための協定書
に署名した。式典には日本
大使館から松橋知之経済担
当、JICAから堀田健太郎プ
ロジェクトアドバイザーが
同席した。

（8頁に続く）

モンゴル・日本、ラセッテーなめし技術移転活用によるブランド化で協定

大統領就任後
初の中国へ外遊

ハルトマー・バトトルガ大
統領が中国へ公式訪問のた
め、24日、ウランバートルか
ら飛び立った。この訪問は、
習近平国家出席による招請で
実現された。
バトトルガ大統領は24日

～25日にかけて、公式訪問の
日程をこなし26日～28日にか
けて同国で開催される第2回
「一帯一路」国際協力ハイレ
ベル・フォーラムへ出席し、
各国首脳円卓会議に臨む。ま
た、大統領は就任後、初の中
国訪問で習近平国家主席との
個別会談を行う。
訪問団は、ダムディン・ツ

ォグトバータル外相、ダム
バ・ガンホヤグ在中国大使、
ヤダムスレン・サンジミャタ
ブ・モンゴル中国友好議員連
盟会長、ウルジーサイハン・
エンフトゥブシン副首相、チ
ュルテム・オラーン食糧・農
牧業・軽工業相、ビャムバス
レン・エンフアムガラン道
路・運輸開発相、ザンダーフ
ー・エンフボルド大統領府長
官らにより構成された。

2019年4月25日「モンゴル通信
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――ラセッテーなめし技術っ
て、初めて聞く言葉ですが？
1990年、私の父が開発した

技術です。昔は革のなめしに
どこも毒性のある六価クロム
を使っていたのですが、それ
を試行錯誤の研究の末、人と
自然にやさしい技術を編み出
した。実は私はクロムアレル
ギー体質なのです。クロム100
％の使用をやめたおかげで、
今、工場を継いでやっていけ
ているのです。ミモザから抽
出される天然の植物タンニン
を主原料としてなめした「や
さしい革」、これが日本初の
我が社のオリジナル、ラセッ
テー技法なのです。
――「やさしい革」、それを

目指すためにどんなことをや
っていますか？
私達は4つのゼロに挑戦して

います。①環境負荷を抑えるた

め工場排水のクロムゼロ、②安
心して働ける健康的な職場で仕
事のストレスがゼロ、③動物の
ストレスゼロの飼育環境で育て
た原料皮の使用、④健康な企業
運営と皮革産業発展のため、不
公平・不公正な取引ゼロ。「や
さしい革」には、この4つのゼ
ロが不可欠。私達はこれをお約
束しています。欧米では動物愛
護の観点から檻に入れない養豚
を行っている。シャネルはもう
クロコダイルを使わない。開発
から30年、いまではうちの皮革
は、ヨーロッパで使ってもらえ
るまでに育って来ました。
――クロムなめし使用ではど

んな被害があるのですか？
6年前、ショッキングな報道

がなされた。日本で履いている
ほとんどの靴がある国からの輸
入で、アレルギーや肌荒れの健
康被害が出た。当社は、クロム

製品を悪いと弾圧したり、うち
だけはよかったと思ったりする
ことは出来たが、我が社はこの
技術をオープンにしてみんな
でこの技術シェアする道を選ん
だ。その方が日本の皮革産業全
体の底上げにつながりますから
ね。
――今回、モンゴルにラセッ

テ―なめし製法を技術提供す
るのですね。
はい、やさしい革づくり技法

を伝え、モンゴル・レザーの
ブランド化推進の取り組みを
始めます。これを「MONY」プ
ロジェクトと名付けました。
これまでモンゴルは中国の安
い材料を使ってきたが、今回
初めて環境にやさしい技術提
供を受けるに至った。これで
安く買いたたかれることな
く、モンゴルブランドが新た
な市場を開拓していける。喜

ばしいことです。
――もっとも大切なのは目

標を目指して何をするかです
ね？
命の皮を使って、最後の1枚

までも使い切ることです。モ
ンゴルを代表する2社と協力し
て、ヒツジやヤギの皮で、柔
らかい、においもしない皮革
素材を生産します。これ、触
ってみてください。革はしっ
かりしていて、手触りはやわ
らかでしょう？赤ちゃんベッ
ドにも使用できます。365日使
える安心素材です。
――今後、このプロジェクト

の推進で、何が期待されます
か？
日・モ両国の産業をウインウ

インさせ、日本も皮革産業発
展のためのパートナーがもて
る。モンゴルは新たな農牧業
のバリューを上げ、将来は高

18日、国立教育大学におい
て、日本のALL Life Line Net 
NPO(城所卓雄理事長)と同大学
が共同で行っているプロジェ
クトの第2回「物作り理科教
材」の配布式が行われた。昨
年秋に第１回の配布を行った
20学校以外に、今回は要望が
相次いだため新たに20校を追
加し、合計40校に配布するこ
ととなった。配布式には日本
から城所卓雄NPO理事長（元駐
モンゴル日本大使）、市川副
理事長が訪れたほか、配布さ
れる学校の教師ほか、同大学
の教授や、研究者、学生らも
参加した。
これまでの10年間の経緯を

踏まえて、大学側のプロジェ

クト実施責任者ジャンダンバ
元学長は、次のように総括し
た。「日本の理科教材は質が
高いばかりでなく、手作りに
よる物づくりが何よりも素晴
らしい。単に買うのではな
く、モンゴルの材料をつかっ
た手作り教材は、その過程で
教師や学生に作る技術が伝え
られ、物作りが出来る若い人
材育成につながった。また、
高度な技術でコンパクトな教
材が開発され、おまけに安く
出来る。それに比べ、中国や
インドなどからの支援教材は
旧式で形が大きく、郵送時に
壊れる物も出てくる。アフタ
ーサービスが出来ない。日本
の物は自分たちで修理できる

メリットがある。生徒自身が
実験などで実際に使えるが、
他国からの物は数が足りない
こともあって、教師が説明の
ために使い、生徒や学生は手
に取って使うことが出来な
い。そんな理由で、ALL Net
の優位性は歴然としている。
ぜひ、第3回目のプロジェク
トにも予算確保され、継続さ
せていってほしい」と希望し
た。前回の配布は電気系統の
物で、今回は理科実験教材
が中心。塚内専門家を中心
にモンゴルでコツコツと作っ
た機材ばかりだ。大学側で
は、「教材を一緒に作った学
生の中から、将来の優れたエ
ンジニアが生まれることを期

物づくり理科教材、第2回目の引き渡しは40校に
日本のプロジェクトの優位性が高く評価された

待する」と語り、物づくり
センターのバトスレン所長
は、マイクロコンピュータ
ーが含まれている現代の教
材は、そのすべてを日本のお
金で賄って来た。若者に希望
や勇気を与えるのが目的のプ

ロジェクトだけに、心から感
謝し、継続を願っている」と
述べた。これを受け、城所理
事長は、「大きな評価をいた
だき、ありがたい。さらなる
支援を続けていきたい」と語
った。

環境に良い
やさしい革“ラセッテー”なめし技術って？

 (株)山口産業代表取締役社長：山口明宏さん

モンゴルは世界有数
の皮革王国。そこへ
日本の最新なめし製
法を移転し、日・モ
両国が持続可能な開
発目標をかかげ、共
に産業発展に貢献し
ようと強い決意で立
ちあがった山口産業
の山口明宏社長にイ
ンタビューした。

い利益を生む持続可能な道を
歩み、高付加価値化の実現が
期待されます。
――いつ頃から、どんな商

品を生産されますか？
秋までに試作の皮革素材を

作り、日本でも発表していき
たいです。コート、靴、カバ
ンなど新しい高級感ある製品
の登場にご期待ください。
――最後に、日本での普

及、認知度は？
デパートをはじめ、多くの

店で環境によい皮革製品に重
点が置かれてきています。当
社の、「やさしい革の話」を
通じての見学会には、年間600
人の小学生が訪れています。
同業他社に技術を教えている
ことで、東京商工会議所が、
「社団法人にして、その活動
を広く普及させてほしい」と
言ってくれました。
――国内外での色々な活

動、今後とも頑張ってくだ
さい。ありがとうございま
した。

１頁より続く

中央のジャンダンバ総括責任者が、ホブドの教師に教材一式を手渡す


