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東 京 産 の 皮 革 ピ ッ グ ス キ ン

As pigskin has historically been eaten as part of pork in most go the world,

Tokyo has been a global leader in pigskin-related technological development, 

where leather manufacturers have developed novel pigskin items such as softer leather, 

suede, non-chrome tanned leather, and various finishing methods.

Tokyo prides itself on producing and supplying the world-class quality

pigskin still today.

ピッグスキンって何？
革が創られる街　東京・すみだ
インタビュー
豚さんから豚革へのストーリー

革の製造風景／職人の仕事現場

革のお手入れってどうするの？

革工場の紹介
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「皮」は動物から剥いだ生の状態のも
のを指します。そしてその「皮」をい
ろいろな処理や薬品によって化学変化
させ、腐りにくくしたものを「革」と呼
びます。LEATHER（革）とSKIN（皮）
の性質の違いもありますが、昔から
使われているので本誌ではそのまま
ピッグスキンと呼びます。

通気性がよく丈夫で柔らかいことから靴の裏
革、衣料、カバンなど様々な製品に使われて
きました。軽さや薄さ、様々な加工のバリエ
ーションもあり、ファッション素材としても用い
られています。近年では、洗える革や撥水加
工が施された革など、水濡れにも強い革が好
評、毎年新しい技術で進化しています。

牛と豚では飼育期間やそれにかかるコストも違いま
す。豚は6ヶ月ほどの短期育成で皮が小さく柔らか
め、牛は30ヶ月程度の長期育成で皮が固く丈夫に
なります。
大きさや厚さが違うため使い方の用途も変わります。
昔からの商習慣もあり、牛革の方が高級と思われま
すが、豚革には牛革に負けない価値があり、特性に
応じて使い分けられています。海外では希少な高級
素材として扱われています。

関東近隣から豚が食肉市場（屠場）に集まり、
お肉に加工されます。皮革の製造業者（タ
ンナー）は、この市場から原料となる原皮
を仕入れます。国内や海外に出荷される
際は専門業者の手によって保管するために
塩漬けにされて運ばれます。

革づくりには何十もの工程があるため、革の種
類や状況によって変わりますがおおまかに言うと
クロム鞣し（なめし）で１０日、タンニン鞣しで１
ヶ月ほどかかります。クロム鞣しでは洗濯機のよ
うなドラムで撹拌しながら薬剤を浸透させ化学変
化を起こします。

私たちが肉を食べ続けるかぎり、皮はか
ならず残ります。皮革産業はこの皮を無
駄なく利用していいます。かわいそうと思
う優しい気持ちで、革製品を大切に扱い、
長くご愛用していただければと考えます。

ピッグスキン
よくある質問

革の原料はどこで
手に入るの？

革が作られるまで
どのくらい時間がかかるの？

革を使うのは動物が
かわいそうではないの？

なぜ革と皮があるの？

主に何に使われているの？

牛革のほうが高級なんですか？

現在、残っている最も古い革製品は、
ヨーロッパのアルプスで発見されたア
イスマンと呼ばれるミイラが身につけ
ていた靴、衣服や帽子など。今から
5000年以上も前のものです。革作り
は、人類にとって最も古い化学工業と
も言われています。

革はいつから
作られているの？ 

とじょう

げん ぴ
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東京の特産品

「ピッグスキン（豚革）」って知ってますか？

牛革、豚革、鹿革、爬虫類革など

靴やバッグにはいろいろな革が

使われています。

本誌では

東京都墨田区を中心に作られている

「ピッグスキン（豚革）」を

皆さまにご紹介していきます。

豚肉を加工したあとに残った皮を

有効活用して作られたのが

ピッグスキン（豚革）です。

骨や皮は他にもコラーゲンやゼラチン、

油脂などの材料にもなります。

ピッグスキンは３つで１組の毛穴が特徴で、

通気性や耐摩耗性に優れているので

靴の内側などによく使われます。

多様な加工でカラフルな革に仕上げたり、

スエードにしたものも人気です。

ピッグスキン
って何？
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すみだのピッグスキン工場は、素材だけではなく、
製品を通じて革の魅力を知ってもらおうと独自の商品開発を進めています。
そこからいくつものブランドが世に出ています。

毎年、ピッグスキンを使ったブランドが
東京ギフトショーに出展。
東京にも革の産地があると知り驚かれる方もいます。
東京産のピッグスキンの魅力をお伝えし、
全国の小売店に販路を広げています。

革づくりには大量の水が必要です。墨田区は荒川、隅田川、旧中川に囲まれて、

水辺に恵まれた土地です。

また江戸時代から近代軽工業の発祥の地として、さまざまな産業が発達しました。

その一つとして革づくりに適した場所として選ばれたのでしょう。

関西や他の産地では主に牛革が作られていますが、

東京には豚革を作るタンナーが集まっています。

食用として関東では豚肉、関西では牛肉が多く食べられている、

といわれ食文化と関係があるとも言われています。

東京・すみだで作られるピッグスキン

ピッグスキンのブランド開発 ギフトショーへの出展

5

TOKYO  L EATHER  P I G SK I N　20 2 2

牛革、鹿革、爬虫類革など、日本は原料になる皮の大部分を外国から輸入していますが、
ピッグスキンは豚肉の副産物として国内で唯一、自給できる皮革です。
東京都内で食肉処理から革の加工まで行われているので東京の特産品と言っています。
さらに日本は世界的にも珍しい豚の原皮の輸出国でもあります。

革が創られる街 東京・すみだ

スカイツリーがあるソラマチ内の
すみだまち処では、
ピッグスキンを使った商品を
販売しています。
国内や海外からのお客様にも
「素材から東京で作られた商品」
として好評です。
（2022年度に移転予定）

繊維総合見本市JFW-JAPAN CREATION内で、
ピッグスキンファッションショーを開催。
東京の若手を代表するデザイナーと東京都内の
専修学校各種学校の生徒たちの作品が一同に集まります。
多様な加工技術を持つピッグスキンだからこそ、
作品のバリエーションに対応できるのです。

皮革業界では東京都の特産品ピッグスキンをアピールするための活動をしています。

東京産の皮革『ピッグスキン』その多くはスカイツリーのある街『墨田区』で生産されています

東京の特産品「ピッグスキン」

ピッグスキン・ファッションショー ソラマチでの販売イベント

4



木戸：牛革より軽くて柔らかいという特性を活かして、
エプロンやミトンの製作にも取り組んでいますよね。
それに、児嶋さんはキックボクシングもされていて、
引退試合でも豚革のパンツで試合に出られていま
したね。

児嶋：格闘技の世界で豚革を取り入れたのはおそらく
僕が初めてだと思います（笑）。観客の中には、
豚革のパンツに興味を示して声をかけてくださっ
た方もいて、スポーツをしていた僕だからこそで
きる取り組みをこれからも積極的にやっていきた
いですね。

木戸：始めて半年足らずで製作できるところが見つかっ
たり、つながった方たちとのご縁でさまざまなプ
ロジェクトが始動したりと、一気に動きが生まれて
いますね。

児嶋：安いから使うのではなく、お金を払っていただけ
る価値あるものをつくるアプローチは必要だと思っ
ています。今後は僕がいちからつくるというより、
すでにあるよいものを掛け合わせて取り組みを進
めていきたいと思っています。豚革の魅力を伝え、
豚革の国内消費を増やし、さらには豚そのものの
価値が高まることにつながるような活動をしてい
きたいです。

有限会社 東屋　社長
木戸 麻貴

ピガップ 代表
児嶋真人

取材前日が引退試合でした
元キックボクサー
プロ戦績25戦10勝14敗1分け
Japan Kick Boxing Innovation
スーパーフェザー級6位

ピッグスキンの新しい製品を
ピガップが企画・プロモーションし、
東屋が生産している

袋物博物館
https://azumaya.bz/museum/

開館時間：平日13時～16時

〒130-0026
東京都墨田区両国1-1-7　東屋内

東屋内の『袋物博物館』には、昭和20～ 30年頃、海外へのお土産として人気
だったアメ豚の革小物が展示されています。他にも江戸時代から大正時代にかけ
ての、煙草入れ、筥迫、紙入れ、腰下げなどの貴重なコレクション、手動ミシン
などの製作道具など約100点を展示・公開しています。

革
小
物
の
生
産
で

お
手
伝
い
し
ま
す
。

す
み
だ
の

豚
革
を

広
め
た
い

毎日手にするとても身近な存在である
革小物。だからこそ、お使いいただく
皆様に『使っていて楽しい！』と思って
いただける製品づくりを心掛けており
ます。一方で、日本の革小物づくり
は、職人さんの高齢化や後継者不足
に直面し、その技術の継承が大きな
課題となっています。革小物を『使う
楽しさ、つくる楽しさ』を日本の皆様、
世界の皆様に伝えたい、その思いの
こもった革小物をお届けしたいと思っ
ております。

茨城県出身　29歳。キックボ
クサー含め、バス会社、パソコ
ン販売、ホテル配膳、工場勤
務、食品営業、通信配線、ア
パレルアイテムデザインなどの
他業種を経験して現在は、『豚
革』を広める活動をしています。
【販売実績】オリジナルブラン
ドにてローファー180足販売。
オリジナルブランドにて牛革小
物三種類発売。2021年2月ギ
フトショー 豚革ブースでの出展
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児嶋：もともと僕はバス会社の事務員を退職後、いろ
いろなバイトを経験していましたが、将来アパレ
ルをやりたかった。でも洋服ブランドは無数にあ
って、あえて自分でやる意味を見いだせなかった
んです。まず紳士用バッグをつくり始めた頃に墨
田区のピッグスキン工場と出会ったことがきっかけ
で豚革商品で展示会に出たのを機に、もっと豚
革を広めたいと思うようになりました。

東屋さんとの出会いは、縫製をしてくれる会社を
ネット検索で探して、飛び込みで訪ねたのがきっ
かけでした。以前、牛革でバッグ製作をした際
に縫製技術の大切さを痛感したのもあって、てい
ねいな縫製をしてくれる会社を探していたんです。

木戸：本当に突然来ましたよね（笑）。「豚革の魅力を
伝えたい」という児嶋さんの強い想いを知って、
当社の3代目が豚革製品をアメリカに輸出してい
たという歴史を思い出し、何かの縁だと思いまし
た。革小物の世界は斜陽産業といわれる中で、
児嶋さんのように熱量を持って取り組む姿勢を見
て応援したい気持ちが高まって、すぐにサンプル
づくりのお手伝いをしました。

児嶋：素材のよさだけでなく、お肉として食べられる「豚
さん」がいかに無駄のない活用をされているのか、
原材料から製品化されるまでの背景を伝えること
で、魅力を届けたいと考えていたので、クラウド
ファンディングに挑戦することにしたんです。支援
者へのリターンとして東屋さんに、ロングセラー商
品のマルチケースを豚革でつくっていただくお願
いをしました。いきなりご相談したにも関わらず
優しく接してくださり、区内のさまざまな会社の方
も紹介してくれてとてもありがたかったです。

木戸：6月に相談いただいて、あっという間でしたよね
（笑）。児嶋さんはとにかくスピーディーで行動力
があって、何より素直さが魅力です。みんなが協
力したくなる魅力を持っている方だなと思います。

児嶋：ピッグスキン工場の社長から「児嶋さんのように
頑張る若い人がいることは本当にありがたい」と
言っていただいたのは励みになっています。自分
の活動を通して、恩を返していけたらと思ってい
ます。
安いから選ばれるのではなく、牛革と同等な価
格に引き上げても豚革を選んでもらえるように価
値を高めていきたいんです。

「豚さん」のストーリーを届け
豚革の価値を高めたい！

ピッグスキンを広めたいと
新ブランドを立ち上げた 元キック

ボクサー

日本一の豚革加工産地として知られる東京・墨田区を拠点に、

2021年3月から豚革の魅力を伝えようと精力的に活動する、

ピガップの児嶋真人さん。

豚皮から製品化されるまでの過程にスポットを当て、

ていねいに伝える姿勢は、区内の皮革事業者の心を動かし、

豚革に挑む児嶋さんの活動を後押しする動きが生まれています。

今回は、児嶋さんの豚革製品づくりを手伝った革小物の老舗メーカー

「東屋」代表の木戸麻貴さんとピガップの児嶋さんが、

豚革の製品づくりを対談で振り返りました。
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ネット張り乾燥のために、

革を引っ張りながら固定。

引きすぎず、たるませず微妙な力具合と

角度を調整する。

熱と圧力で箔を貼り付ける。

ずれないように、剥がれないように

均一さが求められる。

（下）ナイフカットの試行錯誤が、

小さなサンプルとなって

積み重なっていく

（上）塗装する色は、

乾燥した後の色を予想して調合する。 革はゆっくり風を通しながら

乾燥させることで

仕上がり後の素材が安定する。

昔はあちこちの工場で

乾燥させる風景が見られた。
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革を鞣す時、染色する時、

大きな木製のドラムに入れて回転し撹拌させる。

水の硬度や水温、気温、薬剤の量、革の性質など

職人の経験でコントロールする。

鞣した直後の革をスライスすることで

大まかに厚さを調整する。 革漉（かわすき）コンマ数ミリの

誤差も許されない。

常に厚みを測りながら

革をスライスし厚みを合わせる。

（上）水分を含んだ皮革は

かなりの重さになり重労働になる。

（下）革の引き具合を調整しながら、

一定の水分に絞っていく。

革の製造風景
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