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Director’s Statement

Master Leather Carving from North America and Japan is 

the culmination of an exhibition idea that James F. Jackson 

first proposed to me over 20 years ago. As many of you know, 

Jim, as he is known to friends throughout the leather trade, 

is one of the finest leather artists in America, as attested by 

his appointment as National Heritage Fellow by the National 

Endowment for the Humanities in 2019, and his selection as 

a Wyoming Governor’s Arts Award recipient for that same 

year. Jackson is a friend to many other elite North American 

leather workers, and is a product of the Sheridan leather tooling 

community. His father Edward Jackson was a saddle maker 

at Ernst’s Saddlery in Sheridan and Jim learned the trade as a 

young boy, who, by the age of 14, was professionally stamping 

leather in the same shop. Aside from his father, Jim was greatly 

influenced by saddle makers Bill Gardner and Don King, who 

is credited as the originator of Sheridan Style of floral carving. 

Jim will define the term Sheridan Style leather carving for this 

catalogue. Jackson possesses a thorough knowledge of this 

style and of how this particular style of Western floral stamping 

spread to and across Japan. In the course of this publication, 

Jim will expound upon the manner in which the Japanese 

artists put their own cultural imprint onto their interpretation 

of this originally Western style of floral carving. Truthfully, this 

exhibition would never have happened without the dedication 

Jim Jackson brings to the project and his ability to curate this 

exhibition with the indispensable help of Taka Otsuka and 

his many other obliging friends throughout Japan and North 

America. As an institution founded upon the collection of 

Bradford Brinton, an avid rider, horseman and aficionado of 

fine tack, The Brinton Museum proudly presents this top-notch 

exhibition of international leatherwork. 

Kenneth L. Schuster
Director & Chief Curator

館長挨拶

「北アメリカと日本のマスタ ー レザ ー カ ー ビング」は、20年以上

も前にジ ェー ムズ·F·ジ ャ クソンが初めて私に提案した展覧会構想

の集大成です。ジムは革業界の友人をはじめとする多くの方がご存

知の通り、アメリカで最も優れたレザ ー ア ー テ ィ ストの一人であ

り、2019年に全米人文科学基金（アメリカ合衆国の独立連邦組織）よ

りナショナル·ヘリテージ·フェロー（日本における人間国宝に匹敵）

の名誉を受け、また同年にワイオミング州知事芸術賞を受賞したこ

とがこれを証明しています。ジ ャ クソンは北アメリカの多くの優れ

た革職人達の支援者であり、シ ェ リダンのレザ ー カ ー ビング界が

生み出した人物です。彼の父エドワード·ジャクソンは、シェリダン

のエルンスト·サドラリー（馬具店）のサドル職人で、ジムは少年時代か

ら技術を学び、14歳までには同工房にてプロとしてレザ ー カ ー ビ

ングをしていました。ジムは父親の他にも、サドル職人のビル·ガ ー

ドナ ー と、シ ェ リダンスタイル·フロ ー ラルカ ー ビングの創始者と

して名高いドン·キングの影響を大きく受けました。ジムはこの図録

において、シ ェ リダンスタイル·レザ ー カ ー ビングという言葉の概

念を明確にします。ジ ャ クソンはこのスタイルを熟知しており、そ

してその独特なウエスタン·フロ ー ラルカ ー ビングのスタイルがい

かにして海を越え、日本に広ま っ たかに精通しています。この図録

の中でジムは、日本のア ー テ ィ ストが、本来ウエスタンスタイルで

あるフロ ー ラルカ ー ビングの彼らの解釈に、独自の文化的印象を

加えた点を詳説します。正直なところ、この展覧会はジム·ジ ャ クソ

ンのプロジ ェ クトに対する献身と監督能力、そして大塚孝幸氏と、

その他多くの日米を通じた好意的な友人達の不可欠な協力がなけ

れば実現しなか っ たでし ょ う。乗馬、馬の育成、そして高品質な馬

具を心より愛したブラ ッ ドフ ォー ド·ブリントンのコレクシ ョ ン

を基に設立された当ブリントンミ ュー ジアムは、この国際的なレ

ザ ー ワ ー クの最高峰の展覧会を、誇りを持 っ て開催いたします。

ケニス·Ｌ·シュスター
館長兼学芸員長
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MASTER LEATHER CARVING FROM NORTH AMERICA 

AND JAPAN
Design and Cultural Influences

Exhibition May 12 - September 5, 2022

MASTER LEATHER CARVING FROM NORTH AMERICA 

AND JAPAN is an exhibition of exquisite and diverse hand 

tooled leatherwork created by twenty-five highly regarded 

leather carving artists from Japan and North America. The focus 

and intention of this exhibit is to give insight and recognition to 

the valuable and influential artistic exchange between distinctly 

different cultures. By comparing the floral designs, tooling 

methods, and carving styles that embody this leatherwork, 

we have an opportunity to visualize how creative ideas are 

reshaped. New and intriguing developments come to life when 

two diverse cultures, engaging in the same trade, willingly 

exchange ideas in order to expand the creative boundaries of 

their work.

This exhibition provides a wide variety of carved, tooled and 

finished leather panels created specifically for the show. Each 

panel emphasizes characteristics and inclinations found in 

their current carving and tooling process. We have, additionally, 

asked each leather artist to submit one or two leather items 

exemplifying their most recent work. The tools used to create 

and embellish leather will be on display, along with leather 

diagrams comparing the differences and similarities in various 

“styles” of leather carving. Several saddles that exemplify 

carving and tooling from prominent saddle shops from the past, 

along with relevant historic information, are also displayed.

The process for choosing artists for this exhibition was 

unusual. We were looking for a variety of very skilled leather 

artisans whose combined work would give the viewer a sense 

of the “interplay of influence,” as well as the unique attributes 

of each artist. The artists were interviewed, photographed and 

questioned about their influences and creative inclinations. 

北アメリカと日本の
マスターレザーカービング
ー  デザインと文化の影響  ー

会期：2022年5月12日～ 9月5日

「北アメリカと日本のマスタ ー レザ ー カ ー ビング」は、日本と北

アメリカで高く評価される25人のレザ ー カ ー ビングア ー テ ィ ス

トの手による、非常に美しくかつ多様な作品の展覧会です。この展

覧会の焦点と目的は、明確に異なる文化間の貴重で価値のある芸術

的交流を観察し、認識することです。作品として具現化したフロ ー

ラルデザイン、打刻の方法、カ ー ビングスタイルを比較することで、

クリエイテ ィ ブなアイデアがどのように再構築されたのかを視覚

化する事ができます。同じ業界に関わる2つの異な っ た文化が、作

品のクリエイテ ィ ブな境界を広げるために進んでアイデアを交換

すると、新しく魅力的な展開が生まれます。

この展覧会では、本展のために特別に制作された多種多様なカ ー

ビング作品のパネルが展示されます。いずれのパネルも、作者の現

在のカ ー ビング技法に見られる傾向や特徴を強調しています。さら

に、各作家には最新の作風を例示できるよう、いくつかの作品の提

出を依頼しました。レザ ー カ ー ビングの様 々 な“スタイル”の相違

点や類似点を比較する図解とともに、革を装飾して作品に仕上げる

工具も展示されます。また、かつての有名サドル工房のカ ー ビング

や装飾の典型例となるサドル数点と、それに関連する歴史的な資料

も展示されます。

この展覧会に参加するア ー テ ィ ストを選出するプロセスは、並

大抵ではありませんでした。来場者にそれぞれのア ー テ ィ ストの

非凡な特徴だけでなく、「相互に及ぼす影響力」を感じてもらえるよ

うな作品を手掛ける、高い技術力を持 っ たア ー テ ィ ストを探しま

した。各ア ー テ ィ ストにインタビ ュー し、写真を撮影し、そして影

響を受けた人や創作の傾向について聞き取りをしました。熟考の上

でデザインされたパネル、美しい作品、そして作者の略歴は、我 々 が

カ ー ビングスタイルや手法を理解し、比較対照するのに役立ちま

す。各ア ー テ ィ ストのレザ ー クラフトへの愛、不退転の決意、そし

て作品の新しい方向性を探求する熱意が必要不可欠でした。
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The thoughtfully designed panels, beautiful leatherwork and 

biographical information help us to visualize, compare and 

contrast carving, tooling styles and methods. Each artist’s love 

of the leather craft, their determination for excellence, and their 

willingness to explore new directions in their work was essential.

Often, we are delighted, or even amazed by a simple pattern 

or combination of lines that give meaning, and are capable of 

holding the essence of a complex society. A specific line gesture 

or decorative sequence may embody a culture’s character. 

An artisan may find that looking to other traditional cultural 

characteristics for inspiration will provide a plethora of ideas 

and techniques. The influence and awareness of methods 

and mannerisms of an unfamiliar culture might lead to instant 

inspiration. The “effect” of this new knowledge can work its way 

into a painting, poem, musical score, or even a floral carving 

sequence on a piece of vegetable tanned cowhide. Observing 

characteristics in the design of newly discovered cultural forms 

provides us with an opportunity to redefine sensibilities and 

relationships. This exchange of ideas flowing back and forth 

between cultures serves to heighten awareness and open doors 

to new vision.

The motif of floral leather carving in the western regions of 

North America developed almost exclusively in the saddle 

industry. Over the past several hundred years, the beauty of 

hand carved decorative patterns on riding equipment has been 

appreciated by ranchers and cowboys. These floral patterns give 

visual movement, natural charm, and local identity to the design 

of the saddle. Characteristics found in the tooling, the depth 

and length of the impressions and tool marks, the choice of 

flower, leaf and stem types, the angle and placement of shading 

tools that develop contrast, all lead to the layered processes 

that go into the creation of the floral design. With time, the 

character of the saddlemaker’s carving becomes familiar to 

the people who frequently purchase saddles, belts, purses and 

other leather items. In regions where a few historically respected 

私達はしばしば、シンプルな図案や意図を示すラインの組み合わ

せに歓喜、あるいは驚嘆させられ、複雑な社会の本質を掴むことが

できます。特定のラインの表情や装飾の連鎖は、文化の特徴を体現

しているのかもしれません。作家はインスピレ ー シ ョ ンを得るた

めに伝統的な異文化の特徴へ目を向ける事が、多くのアイデアやテ

クニ ッ クをもたらす事に気付くかもしれません。見慣れぬ文化の

独自性や手法に対する働きかけと意識は、インスピレ ー シ ョ ンの

ひらめきに繋がる可能性があります。この新しい知識の「効果」は、

絵画、詩、楽譜、あるいは植物タンニン鞣しの牛革にフロ ー ラルカ ー

ビングをする技法にさえ入り込んできます。新たに発見した文化様

式のデザインに見られる特徴を観察することは、感性や物事の関連

を再定義する良い機会となるでし ょ う。文化の間を行き来するこの

アイデアのやり取りは、意識を高めて新しいビジ ョ ンへの扉を開き

ます。

北アメリカ西部におけるフロ ー ラルカ ー ビングのモチ ー フは、

ほぼ例外なくサドル産業の中で発展しました。過去数百年に渡り、

馬具に施された手彫りによる装飾模様は、牧場主やカウボ ー イに高

く評価されてきました。これらのフロ ー ラルパタ ー ンは、サドルの

デザインに視覚効果として動き、自然の魅力、そして地域の独自性

を付与しています。陰影の深さや長さ、打刻痕、選択するフラワ ー、

リ ー フとステムのタイプ、コントラストを生み出すシ ェー ダ ー の

角度と配置など、カ ー ビングに見られる特徴は全て、フロ ー ラルデ

ザインを生み出す階層化されたプロセスにつながります。時が経つ

につれ、サドルメ ー カ ー のカ ー ビングの特徴は、サドルやベルト、

財布やその他の革製品を頻繁に購入する人 々 に知られるようにな

ります。歴史に名を残す評価の高いサドルシ ョッ プが存在したいく

つかの地域では、サドルに施されたカ ー ビングがあまりに特徴的で

印象的であ っ たため、カ ー ビングの作風が「スタイル」として認識

されました。カリフ ォ ルニアのヴ ァ イサリア·スト ッ クサドルカン

パニ ー、アリゾナのN·ポ ー タ ー ·サドルカンパニ ー、そしてワイオ

ミングのエルンスト·サドラリ ー とキングズ·サドラリ ー は、数十に

及ぶシ ョッ プの中でも「メ ー カ ー」を示すブランドロゴ刻印を見な

くとも識別できる、非常には っ きりとしたカ ー ビングの特徴を生

み出しました。
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saddle shops were located, the carving on the saddles was so 

distinct and impressive that the type of tooling was recognized 

as a “style”. The Visalia Stock Saddle Company from California, 

N. Porter Saddle Company from Arizona, Ernst’s Saddlery and 

King’s Saddlery from Wyoming are among dozens of shops 

that produced highly recognizable leather carving and tooling 

characteristics you might be able to identify without looking at 

the firm stamp indicating the “maker”.

Leather carving and all types of leather work have been 

produced in Japan for many years. The influence of tooling 

“styles” from North America on Japanese leatherworkers, 

however, has been relatively recent. This serious fascination with 

the character of “Western” tooling became popular in Japan 

around the middle of the 20th century. It started developing 

when movies, magazines, and popular culture began their love 

affair with the “American Cowboy.” The floral patterns that you 

would see on the saddles, belts, boots and other everyday items 

associated with the cowboy’s way of life, conveyed a certain 

character that many Japanese found attractive. When these 

“Western Style” patterns began showing up on purses, wallets 

and belts in Japan in the late 1940’s and early 1950’s, there was 

a surge of interest in floral carving on leather items. Today, if you 

walk into most any leather shop in Japan and mention “Sheridan 

style tooling,” the leatherworkers will most likely know you are 

talking about a particular style of carving that developed in 

Northern Wyoming.

Japanese carving and tooling of vegetable tanned leathers has 

become popular even without the “Western” character of tooling. 

Traditional Japanese designs and patterns are commonly found 

on many leather products. The tools that are used to carve 

and stamp floral designs and images are very similar to those 

found in North America. Japanese tool makers have designed 

stamping and carving tools specifically for “Western” floral 

patterns along with more universal designs. Over time, their 

tools keep evolving. Like most trades, leatherworkers are always 

日本では長年に渡り、カ ー ビング製品やあらゆる種類の革製品が

生産されてきました。しかし、北アメリカのカ ー ビングの「スタイ

ル」が日本のレザ ー ワ ー カ ー に影響を与えたのは、比較的最近のこ

とです。「ウエスタン」カ ー ビングの特色を伴う、この本質的な魅力

が日本に広ま っ たのは、20世紀半ば頃のことです。映画や雑誌、大

衆文化が「アメリカン·カウボ ー イ」に熱中し始めた頃に発展し始め

ました。サドル、ベルト、ブ ー ツ、そしてカウボ ー イの生活様式に関

連するその他の日用品に見られるフロ ー ラルパタ ー ンは、多くの

日本人が魅力を感じる確かな特色を伝えました。1940年代後半から

1950年代初頭、これらの「ウエスタンスタイル」の模様が日本でハン

ドバ ッ グや財布、ベルトに用いられ始めた頃、革製品に施されたフ

ロ ー ラルカ ー ビングへの関心が急上昇しました。今日では、日本の

どのレザ ー シ ョッ プに足を運んでも、あなたが「シ ェ リダンスタイ

ル·カ ー ビング」と言えば、レザ ー ワ ー カ ー はワイオミングの北部

で発展した特定のカ ー ビングスタイルのことを話していると分か

るでし ょ う。

植物タンニン鞣し革を用いた日本のカ ー ビングは、「ウエスタン」

カ ー ビングの特色がないものでもポピ ュ ラ ー になりました。日本

の伝統的なデザインや模様は、多くの革製品によく見られます。フ

ロ ー ラルデザインやイメ ー ジの打刻に用いられる工具は、北アメ

リカで見られるものと非常に似ています。日本の工具メ ー カ ー は、

より汎用性のある工具と共に、「ウエスタン」フロ ー ラルパタ ー ン

に特化したカ ー ビングの刻印や工具をデザイン、設計してきまし

た。時間の経過とともに、彼らの工具は進化し続けています。多くの

業界でそうであるように、レザ ー ワ ー カ ー は、常に最良の結果が得

られる工具を探しています。日本の現代のレザ ー ワ ー カ ー は、その

ル ー ツの一部がウエスタンカ ー ビングにあるにしても、彼らのフ

ロ ー ラルカ ー ビングの多くが日本独自の特色を発展させたと考え

ています。

日本人の技量とデザインは近年、北アメリカのカ ー バ ー にます

ますの影響を与えています。この歴史上の文化的背景が異なる職人

間の相互作用が、熟練の職人技を向上させます。そのことはレザ ー

カ ー バ ー にと っ て、革仕事の興味をそそる新しい可能性を広げ、ま

た彼らの作品の多様性と豊かさのレベル向上をもたらしました。
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looking for tools that can achieve the best result. Contemporary 

leatherworkers in Japan consider that much of their floral leather 

carving has developed its own Japanese character even though 

it may have had some of its roots in Western carving.

Japanese workmanship and design has increasingly influenced 

North American carvers in recent years. This reciprocity between 

tradesmen of two historically different cultures improves the 

quality of craftsmanship. It has also opened up the leather trade 

to intriguing new possibilities for the leather carver, and has 

added more diversity and levels of richness to their work.

Even though leather carving continues to develop in 

unanticipated directions with both Japanese and North 

American carvers, there is a fascination and great interest in 

reviving the old traditional styles of carving. Master leather 

carver Taka Otsuka says it is ironic that the “Sheridan style” of 

floral carving which became so popular over the past 30 years 

and attracted so many Japanese to leather carving, is now 

considered by some of the younger generation of carvers as “less 

contemporary” than the Visalia and Porter styles - developed 

many years earlier. The new exposure to the very old styles 

sparks their imagination!

While viewing this exhibition of fine leather carving, please 

examine and compare the subtle differences and similarities 

in the floral designs among the artists. Over a period of years, 

almost every leatherworker who carves professionally will 

develop his or her own personal approach or mannerism. The 

overall layout and design that shapes the character of a carved 

leather item or saddle usually connects us to the influences that 

initially inspired the artisan. This “stylistic” labeling allows us to 

categorize, identify and shape our appreciation of the artist’s 

work. Particular characteristics that make each artisan’s leather 

carving unique, become apparent when you examine the tool 

markings and sequences that create the overall impression of 

the pattern. Carving and tooling leather is a sculptural process 

レザ ー カ ー ビングが、日本と北アメリカ双方のカ ー バ ー ととも

に予期せぬ方向に発展し続けていますが、昔ながらの伝統的なカ ー

ビングスタイルの復活には大きな魅力と興味があります。マスタ ー

レザ ー カ ー バ ー のタカ·大塚曰く、「30年もの間とても人気があり、

多くの日本人を魅了した“シ ェ リダンスタイル”カ ー ビングが、今や

一部の若い世代のカ ー バ ー からは、それよりはるか以前に発展し

たヴ ァ イサリア（※補足＝カリフ ォ ルニアスタイル）やポ ー タ ー

スタイル（※補足＝アリゾナスタイル）よりも“現代的ではない”と見

なされているのは皮肉である」との事。非常に古いスタイルとの新

たな出会いが、彼らの想像力を刺激するのです！

この素晴らしいレザーカービングの展覧会を観覧する際、各アー

テ ィ ストによるフロ ー ラルデザインの微妙な違いや類似点を観察

し、比較してみてください。長年に渡り、プロとしてカ ー ビングを

するレザ ー ワ ー カ ー のほとんどは自身独自のアプロ ー チや手法

を展開しています。カ ー ビングが施された革製品やサドルの特徴を

形成する全体的なレイアウトとデザインは、多くの場合、作り手が

最初に受けた影響を私達に想起させます。この「様式」のラベル付け

により、私たちはア ー テ ィ ストの作品のカテゴライズ、鑑定、そし

て価値の理解が可能になります。各作家のカ ー ビングを個性的にす

る特有の特徴は、図案の全体的な印象を生み出す打刻痕と作業手順

を考察すると明らかになります。レザ ー カ ー ビングは、浅い浮き彫

りの彫刻手法です。ラインの深さ、打刻痕の明瞭さ、デザインの流れ

は全て、ア ー テ ィ ストの意図と自信を現しています。フロ ー ラルパ

タ ー ンの最初のラインをカ ッ トする工具、ス ー ベルナイフの使い

こなしには最も多くの経験を必要とし、職人の多様性と芸術的スキ

ルが露呈します。レザ ー カ ー バ ー は、流れるようなフロ ー ラルパ

タ ー ンからできるだけ多くの躍動感と視覚的エネルギ ー を引き出

し、可能な限り純粋な形で自身の意図を伝える能力を探し求めてい

ます。

この素晴らしいレザーカービングの展覧会を観覧する際、各アー

テ ィ ストによるフロ ー ラルデザインの微妙な違いや類似点を観察

し、比較してみてください。長年に渡り、プロとしてカ ー ビングを

するレザ ー ワ ー カ ー のほとんどは自身独自のアプロ ー チや手法

を展開しています。カ ー ビングが施された革製品やサドルの特徴を

形成する全体的なレイアウトとデザインは、多くの場合、作り手が
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in low relief. The depth of the lines, clarity of the tool marks, 

the flow of the design, all indicate the intention and confidence 

of the artist. The use of the swivel knife, which is the tool 

that cuts the initial lines of the floral patterns, requires the 

most experience and reveals the craftsman’s versatility and 

artistic skills. Leather carvers seek the ability to communicate 

their intention in the purest form possible, getting as much 

movement and visual energy as they can out of the flowing 

floral patterns.

Every professional leatherworker I’ve ever encountered has 

developed work habits and processes that are unique. The 

career path that guided them into the leather trade and how 

they acquired their skills are surprisingly varied. The tools 

they use when carving and stamping their patterns reflect 

their individuality as artisans. The leather trade continues to 

produce an abundance of individuals who are intensely driven to 

improve their skills and the quality of their work. Most of them 

seek to stretch the boundaries and possibilities of designing, 

carving, and building with leather. There is a long, complicated, 

and intriguing history of floral leather carving that flourishes 

with new interest from all around the world. Collectors of fine 

art are taking notice and museums are beginning to seriously 

acquire the work of accomplished leather carvers. This exhibition 

touches on that splendid artistic development.

The leather carving you are viewing in this exhibition - its 

variety and high level of workmanship - is inspiring. It is an 

honor and great privilege to be part of this display of fine work 

with these extremely talented leatherworkers and good friends. 

A special thanks to Kenneth Schuster and Takayuki Otsuka for 

bringing this exhibition to life. The generous contributions of 

our sponsors and the exceptional dedication of The Brinton 

Museum staff made the exhibition possible. 

JAMES F. JACKSON

最初に受けた影響を私達に想起させます。この「様式」のラベル付け

により、私たちはア ー テ ィ ストの作品のカテゴライズ、鑑定、そし

て価値の理解が可能になります。各作家のカ ー ビングを個性的にす

る特有の特徴は、図案の全体的な印象を生み出す打刻痕と作業手順

を考察すると明らかになります。レザ ー カ ー ビングは、浅い浮き彫

りの彫刻手法です。ラインの深さ、打刻痕の明瞭さ、デザインの流れ

は全て、ア ー テ ィ ストの意図と自信を現しています。フロ ー ラルパ

タ ー ンの最初のラインをカ ッ トする工具、ス ー ベルナイフの使い

こなしには最も多くの経験を必要とし、職人の多様性と芸術的スキ

ルが露呈します。レザ ー カ ー バ ー は、流れるようなフロ ー ラルパ

タ ー ンからできるだけ多くの躍動感と視覚的エネルギ ー を引き出

し、可能な限り純粋な形で自身の意図を伝える能力を探し求めてい

ます。

この展覧会でご覧いただけるレザ ー カ ー ビング作品は、“その多

様性とハイレベルな技量”が感動的です。非常に有能なレザ ー ワ ー

カ ー である良き友人とともに、この素晴らしい作品の展示に参加す

ることは、とても名誉であり光栄なことです。この展覧会を実現さ

せてくれたケネス·シ ュ スタ ー 氏と大塚孝幸氏に、深く感謝いたし

ます。また、この展覧会開催を可能にしてくださ っ た、スポンサ ー

各位の寛大な貢献とブリントンミ ュー ジアムスタ ッ フの格別の献

身に、心よりお礼申し上げます。

ジェームズ·ジャクソン
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Dominant leather carving “Styles” in the Western United States during the 20th century.
Floral leather carving and tooling by TAKA OTSUKA

Example of “Sheridan Style” leather carving and tooling by JAMES JACKSON

Porter (Arizona) Style Sheridan (Wyoming) Style Visalia (West Coast) Style
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SEIICHI KOYASHIKI   小屋敷  清一

Seiichi Koyashiki is one of the most accomplished and respected leatherworkers in 
Japan. His work is always wonderfully designed, skillfully tooled and precisely constructed. 
Mr. Koyashiki is renown as a Master leather craftsman and also an incredible teacher. 
He is responsible for successful careers of many Japanese leatherworkers. Through his 
efforts they have become highly skilled individuals, well versed in the knowledge of their 
trade. As head instructor for Craft Company, Japan, he has acquired great understanding 
of all aspects of leatherwork. His teaching and passion for excellence has allowed his 
students to focus on forming ideas for new inspiring works. He constantly encourages 
them to develop innovative designs and insists on a thorough understanding of methods 
and techniques that lead to professionally finished pieces. Seiichi Koyashiki’s interest in 
leatherwork began around 1974 when he viewed work by Al Stohlman, Ken Griffin and 
others. Being “inspired by ideas, and not too conscious of style,” he has always found 
interest in a variety of leatherworkers.

小屋敷清一氏は日本で最も熟練し、尊敬されるレザーワーカーの一人です。彼の作品はどれも素晴らしくデザインされ、

巧みに彫られ、精巧に仕立てられています。小屋敷氏はマスタ ー レザ ー クラフトマンとして、そして偉大な指導者として

も認知されています。彼は数 々 の日本人レザ ー ワ ー カ ー を成功へと導いています。彼の献身によ っ て多くのレザ ー ワ ー

カ ー が高い技術を習得し、業界の知識に精通してゆきました。クラフト社の主任講師として、様 々 な角度からレザ ー クラ

フトの知識を身につけてきました。彼の指導と優れた作品への情熱によ っ て、生徒たちは新鮮味ある作品を構想し続ける

事ができます。彼はいつでも生徒が斬新なデザインを考案するよう奨励し、プロとして完成度の高い作品作りを実現する

手法や技法を完璧に理解するよう言い聞かせています。小屋敷氏は1974年頃、アル·スト ー ルマンやケン·グリフ ィ ン、そ

の他数名の作品を目にしたことからレザ ー ワ ー クに関心を持ち始めました。「様 々 なアイデアを受け入れつつスタイルに

囚われすぎないこと」で、多くのレザ ー ワ ー カ ー から興味深い発見をし続けています。

“Leather craft is one of my means of self-expression. The work expresses 
the author's current state of mind and his way of thinking about making 
things. It is not only intentionally expressed, but also unconscious parts 
are included. As a work, when I come into contact with other people's eyes, 
I make it with keeping in mind, what is transmitted can be received as a 
pleasant impression for that person.”

「私にと っ てレザ ー クラフトは自己表現手段のひとつです。作品には作者のその時 々 の心の状態

や物作りに対する考え方が表れます。それは意図的に表現されるものだけでなく、無意識の部分も含

まれます。そして作品として他者の目に触れるとき、その鑑賞者に伝わるものがその人にと っ て心地

よい印象として受け取られるように心掛けて制作しています。」
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This marvelous leather panel, by master 
craftsman Seiichi Koyashiki, is a magical 
orchestration of undulating movement - 
like flowers swaying in an early summer 
breeze. His masterful carving provides 
us with a pleasant impression and leaves 
us with admiration for Mr. Koyashiki’s 
considerable leather carving skills. The 
imaginative design gives us the sense of 
an enjoyable encounter with nature. The 
movement created by the shaped border 
somehow makes the flowers and foliage 
dance. This is a thoughtful and creative 
composition that brings leatherwork 
to the level of fine art. Seiichi Koyashiki 
has acquired an extensive amount of 
experience and developed skills that allow 
his intentions and creative ideas to freely 
flow and then come to form.

マスタ ー クラフトマン小屋敷清一氏によるこの見事な

レザ ー パネルは、初夏の風に揺れる花のように起伏ある

動きで、魔法の組曲を奏でているかのようです。彼の熟練

のカ ー ビングは私たちに心地よい印象を与え、小屋敷氏

の卓越したカ ー ビング技術への称賛の念を抱かせます。

想像力豊かなデザインは、自然との楽しい出会いの感覚を

想起させます。形づけられたボ ー ダ ー によ っ て生み出さ

れた動きは、まるでフラワ ー と葉を踊らせているかのよ

うです。これは、レザ ー ワ ー クを芸術のレベルに引き上げ

る、考え抜かれた創造的な構図です。小屋敷清一氏は、豊富

な経験を積み、自らその意図や創造のアイデアを自由に流

し込み、作品として形にする技を身につけています。

Leather panel 
by SEIICHI KOYASHIKI       
sponsored by Hermann Oak Leather     
作 ： 小屋敷  清一　協賛 ： ハーマンオークレザー
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GORDON ANDRUS   ゴードン·アンドラス

Gordon Andrus is an artist, craftsman and author. His leather working career began in 
the mid-1970’s. He worked at the old Keystone Brothers shop in Denver, Colorado, for a 
short time in l981. Switching his focus, he then went on to study art and design at Utah 
State University earning a Bachelor of Fine Art degree in 1986, and later, a Master of Fine 
Arts Degree from Alfred University in Alfred, New York in 1990. Gordon spent 12 years 
working with draft and saddle horses in the 1990’s and early 2000’s. He managed the 
carriage horse operation at Greenfield Village, an historic site, before relocating with his 
family to Cody, Wyoming, where he set up his saddle shop - Sage Creek Stock Saddle 
Company. In 2011 Gordon moved his shop to Hoytsville, Utah. Gordon “likes to make 
pretty things that work.”

ゴ ー ドン·アンドラスは芸術家、職人、著述家でもあります。彼のレザ ー ワ ー クの経歴は1970年代半ばに始まりました。

1981年、彼はコロラド州デンバ ー の老舗キ ー スト ー ン·ブラザ ー ズで短期間働いていました。主眼を変えた彼は、ユタ州

立大学で美術とデザインを学び、1986年に美術学士号を取得した後、1990年にニューヨーク州アルフレッドのアルフレッ

ド大学で美術修士号を取得しました。ゴ ー ドンは1990年代から2000年代初頭の12年間、ドラフトホ ー ス（荷物を運ぶ馬）

と乗馬用の馬に携わる仕事をしました。家族と一緒にワイオミング州コデ ィ へ移住し、馬具店『セ ー ジ·クリ ー ク·スト ッ

ク·サドルカンパニー』を設立する前に、史跡であるグリーンフィールドビレッジで馬車と馬の管理をした経験もあります。

2011年、ゴ ー ドンはユタ州ホイツビルに店を移転。ゴ ー ドン曰く「機能する素敵な物を作る事が大好きです。」との事。

“I am the maker of the sculpture of everyday life. While I may use a wide variety of 
materials, my pursuits are founded in traditional function, a generosity of form, and 
a depth of detail. The question which continues to itch is, “What must be done for a 
beautiful thing to come into existence and to work efficiently?” I have been interested in 
the contraptions of everyday life for as long as I can remember, all kinds of things, like the 
tools in grandpa’s shop, especially the hand tools. The cabinets in the shop which grandpa 
had made also intrigued me - how they were put together. How did they fit together? 
These are the central questions presented to a maker - how can it fit together and how do 
I get it there. The other great question is, “Why is a thing attractive? How can engineering, 
design, and ornamentation work together to form a work of sculpture that also performs a 
set of specific tasks?”

「私は日常生活の彫像品の作り手です。多種多様な素材を使用する場合もありますが、私の探求は伝統的な機能性、構図

の寛容さ、そして細部へのこだわりを基本としています。私が悩み続ける疑問点は、『効果的に機能し、かつ美しいものを

生み出すにはどうすればよいか』という事です。私は物心ついた時から、例えば祖父の工房の道具、特にハンドツールなど、

日常生活にあるすべての仕掛けに興味を持 っ ていました。祖父の工房にあ っ た自作のキ ャ ビネ ッ トも『どうや っ て組み

立てたのか？』と、私の好奇心をそそるものでした。どうや っ てぴ っ たりと仕上が っ たのか？  これらの本質的な疑問は

常に作り手に向けられています。どのようにフ ィッ トさせるのか、どうすればそこまで辿り着けるのか。もう一つの大き

な疑問は『なぜ物は魅力的なのか？  工学技術、デザイン、装飾が連携し、特定の機能を果たす彫刻作品を形成するにはどう

すればよいのか？』という事です。」
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This elaborate, magnificently designed 
and skillfully tooled leather panel gives 
us great insight to its maker. With his 
extensive background in fine arts and 
metal engraving, it is only natural that 
Gordon Andrus would have a passion for 
utilizing and accentuating the intriguing 
shape of an acanthus leaf. The border 
becomes most of the image as an aperture 
for the central “four dogwoods.” He has 
taken extreme care moulding and shaping 
every fine detail. The clarity is similar to 
a high-resolution engraving. With great 
awareness of the history and styles of 
leather carving, Gordon has combined the 
techniques and methods used by master 
leather carvers of the past and taken a 
path that connects him to imagery that 
goes back even further than the Old West.

この緻密で豪華なデザインの見事に彫り上げられたレ

ザ ー パネルは、その作者に対する高い識見を与えてくれ

ます。美術とメタルエングレ ー ビングの豊富な経歴を持

つゴ ー ドン·アンドラスが、アカンサスリ ー フの興味深い

形状を活用して、それを強調することに情熱を注ぐのはご

く自然なことです。中央の「4つのハナミズキ」の窓として

の境界が、イメ ー ジの主要を成しています。彼は細部に至

るまで細心の注意を払い、造形と成形を行 っ ています。そ

の鮮やかさは精度の高いエングレ ー ビングのようです。

ゴ ー ドンはレザ ー カ ー ビングの歴史とスタイルを十分

に認識しつつ、過去のマスタ ー レザ ー カ ー ヴ ァー たちが

用いた技術と手法を組み合わせ、自身をオ ー ルドウエス

トよりもさらに遡 っ たイメ ー ジに結びつける道を歩んで

います。

“Four Dogwoods Through a Darkling Glass” 
by GORDON ANDRUS   
sponsored by Horse Shoe Brand Tools / Jeremiah Watt    

薄暗いガラスを通した４つのハナミズキ
作 ： ゴードン·アンドラス

協賛 ： ホースシューブランド／ジェアマイア·ワット
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TAKAHIRO KUBO   久保  孝博

Without doubt, Takahiro Kubo is one of the finest carvers in the world. His leather work 
is always greatly admired by his fellow craftsmen and everyone else. His interest in leather 
work began with a fascination and admiration for the cowboy in Hollywood Western films. 
The clothing and gear that they adorned themselves, inspired him. In 1993 he knocked 
on the door of the FUNNY CO., Ltd. (manufacturing company of fine Western Style 
leather goods) and inquired about becoming part of their organization. He has enjoyed 
employment there as their Master Craftsman. His work is known for its exceptional quality 
and exquisitely fine carving and tooling. He is able to execute the most precise detail on 
carved leather flowers the size of a dime. This precision and skill in leather carving is very 
rare and takes a life-time of experience and dedication to acquire. His devotion to his work 
is “a part of life that is indispensable to cultivate and nurture ourselves.” Takahiro credits 
Atsushi Kubota, Chester Hape, Lefty Mikuni and Taka Otsuka as leatherworkers whom he 
greatly admires and whom have influenced his work in various ways. His work, in return, 
now inspires them.

久保孝博氏は疑いの余地なく、世界で最も優れたカ ー ヴ ァー の一人です。彼のレザ ー ワ ー クには、常に同業のクラフト

マンを始めとするあらゆるクラフタ ー が尊敬の念を抱いています。彼のレザ ー ワ ー クへの関心は、ハリウ ッ ドの西部映

画に登場するカウボ ー イへの興味や憧れがき っ かけでした。彼らの身を飾る衣装や用具に感銘を受けのです。1993年、彼

はFUNNY（高品質なウエスタンスタイルの革製品のメ ー カ ー）の門を叩き、そこの一員になりたいと申し出ました。彼は

そこで、マスタ ー クラフトマンとしての職務を楽しんでいます。彼の作品は卓越した品質と非常に精巧で美しいカ ー ビ

ングで有名です。彼は10セント硬貨ほどの大きさのフラワ ー を、精密に彫ることができます。これほどまでのカ ー ビング

の技術と正確性は非常にまれであり、習得には一生をかけた経験と情熱が必要とされます。彼にと っ て仕事へのひた向き

さは、“人生の一部であり、自身を掘り下げて成長するために欠かせないもの”とな っ ています。久保氏は窪田敦司、チ ェ ス

タ ー ·ヘイプ、レフテ ィー 見国、大塚孝幸らをとても尊敬し、彼らから様 々 な影響を受けました。そして、今や久保氏の作品

は彼らに影響を与え返しています。

“The essence of the technique and design in my work is Western-style leather carving, 
which I have been familiar with for many years, but it is a food that leads to my creation 
by drawing on invisible geometric design elements by touching beautiful art and excellent 
crafts other than leather carving products, or else relishing the beauties of nature. In 
addition, in order to create a dynamic design, we believe that it is essential to pursue 
manipulating various tools like your own limbs by training and unceasing efforts.”

「私の作品における技術やデザインの根底にあるエ ッ センスは長年親しんだウエスタンスタイルのレザ ー カ ー ビング

ですが、レザ ー カ ー ビング製品以外の美しい美術品や優れた工芸品に触れる事、あるいは花鳥風月に遊ぶ事で目に見えな

い幾何学的なデザイン要素を汲み取り、自身の創作に繋がる糧としております。また、動的な意匠を生み出す為には弛まな

い訓練によ っ て、各種工具を自分の手足の様に扱う事を追求する事が必要不可欠な事だと考えております。」
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This leather panel is a masterwork, exquisite in many ways. 
The phenomenal layering of curling stems, leaves and flowers, 
all folding out like butterflies’ wings, give the design an elegant 
grandiosity. The beautifully applied dyes, delicate and complex 
carving and tooling, create an orchestration of swirling texture. 
Much of Mr. Kubo’s leather carving has been associated with 
the “Sheridan Style”- with his dynamic use of long, perfectly 
beveled and continuous stems. But, this particular leather panel 
goes in another direction. The dynamic is in the regrouping and 
interlocking of various shaped curls. The pattern is more like fine 
metal engraving - due to the extremely delicate and narrow stems 
that have been precisely cut and carefully shaped. It takes extreme 
talent and experience to achieve a pattern of this complexity when 
carving leather. Mr. Kubo is well known for his highly developed 
tooling skills, and he is also an artist of masterful design.

このレザ ー パネルは、多くの点で絶妙な傑作です。驚異的な層を成すカ ー ルした茎、葉、

フラワ ー、それら全てが蝶の羽のように開きゆく様は、デザインにエレガントな壮大さを

付与しています。美しく塗られた染料、繊細で複雑なカ ー ビングは、渦巻く質感のオ ー ケ

ストレ ー シ ョ ンを生み出しています。久保氏のレザ ー カ ー ビングの多くは、長く完璧に

べべリングされた連続する茎をダイナミ ッ クに用いた、「シ ェ リダンスタイル」に関連し

ています。しかし、この特別なレザ ー パネルは別の演出が成されています。ダイナミ ッ ク

さは、さまざまな形状のカ ー ルの再編成と連結からもたらされています。図案は、正確な

カットと入念な造形が施された非常に繊細で細い茎の為、まるで精巧なメタルエングレー

ビングのようです。革のカ ー ビングでこの複雑なパタ ー ンを成し遂げるには、卓越した才

能と経験が不可欠です。久保氏はその高度なカ ー ビング技術で知られており、また見事な

デザインのア ー テ ィ ストでもあります。

Leather panel   by TAKAHIRO KUBO  sponsored by Kyoshin Elle & Co.,Ltd.    作 ： 久保  孝博　協賛 ： 株式会社 協進エル
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CARY SCHWARZ   キャリー·シュワルツ

This well-respected and founding member of the Traditional Cowboy Arts Association 
began his leather working and saddle making career in the early 1970’s. His extensive 
saddle making skills began under the tutelage of Jesse Smith. He credits Dale Harwood, 
Chuck Stormes and the Ray Holes Saddle Company as having profound influence on 
his career. Cary enjoys the pursuit of a variety of new ideas while maintaining traditional 
methods. He is constantly teaching and promoting the skills of the saddle trade along 
with his fine leather carving techniques. In 2009, he was named Saddle-maker of the Year 
by the Academy of Western Artists, and in 2010, given the Governor’s Award for the Arts 
by the Idaho Commission on the Arts.  He has built many extremely beautiful saddles in 
his shop near Salmon, Idaho, believing that the best saddles are those that successfully 
blend function and art.

キ ャ リ ー は“トラデ ィ シ ョ ナル·カウボ ー イ·ア ー ト協会”の尊敬される創設メンバ ー の一人で、1970年代初頭に彼のレ

ザ ー ワ ー クとサドル作りのキ ャ リアが始まりました。彼の多岐に渡るサドル作りの技能は、ジ ェ シ ー ·スミスの指導の下

で始まり、デ ー ル·ハ ー ウ ッ ド、チ ャッ ク·スト ー ムズ、レイ·ホ ー ルズ·サドル·カンパニ ー が彼の経歴に大きな影響を与え

たと自認しています。キ ャ リ ー は伝統的な技法を維持しながら、さまざまな新しいアイデアの追求を楽しんでいます。彼

は常に繊細なレザ ー カ ー ビング技法と共に、サドル製作技術の指導と奨励をしています。2009年にはウエスタン·ア ー ト

·アカデミ ー から“サドルメ ー カ ー ·オブ·ザ·イヤ ー ”に選ばれ、2010年にはアイダホ州芸術委員会から芸術担当知事賞を受

賞しました。アイダホ州サ ー モン近郊にある彼の工房で多数の非常に美しいサドルを製作し、“最高のサドルとは機能性と

芸術性を正確に融合したものである”と信じています。

“Leather has always been fascinating to me. I love the smell, feel, and 
look of it. It is organic, renewable, and useable in so many ways. When you 
add the dimension of art to leather, we arrive at a whole new world rich 
with unlimited possibilities.”

「私は常に革に魅了され続けてきました。革の匂い、感触、そしてその見た目が大好きです。革は有

機物で再生可能で、非常に多くの用途で使用できます。ア ー トの次元を革に加えれば、無限の可能性

を秘めた新しい世界にたどり着くでし ょ う。」
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Leather panel  by  CARY SCHWARZ   sponsored by FUNNY Co.,ltd.   作 ： キ ャ リ ー ·シ ュ ワルツ　協賛 ： 株式会社 FUNNY

This complex floral pattern with linked oval design and three 
petaled flowers surrounds an image of a cowboy on a bucking 
horse. It gives us a glimpse into the creative mind wonderings of a 
fine leather craftsman and saddlemaker. We see subtle influences 
of the old “Visalia Style” carving in the stem and leaf stamping, 
the use of a smooth shading tool being “run” along the curls 
and undercuts. The three petaled flowers are unusual and their 
different sizes move your eye back and forth through the spinning 
ovals and twisted stems. The symmetry keeps leading you back to 
the central figure, giving it emphasis and importance. The design 
is dynamic with fine detail and a real “western flair.” This attention 
to detail is paramount in all of his fine leather carving.

楕円のデザインと3枚花弁のフラワーがリンクした複雑なフローラルパターンが、バッ

キングホース（跳ね馬）上のカウボーイを取り囲んでいます。優れたレザークラフトマン、

サドルメ ー カ ー としての独創的な創造力が垣間見えます。茎と葉の打ち方、カ ー ルとア

ンダ ー カ ッ トに沿 っ て“走る”スム ー スシ ェー ダ ー の使い方に、昔の「ヴ ァ イサリア·ス

タイル」カ ー ビングの微かな影響が見て取れます。3枚花弁のフラワ ー は珍しく、それら

のサイズの違いが、回転する楕円とねじれた茎の間に目を惹きつけます。また模様の対称

性は、視線を中心のカウボ ー イへと誘導し、重要性と主眼点を伝えています。デザインは

詳細なデ ィ デ ィー ルと本物の「西部の風情」を伴う、ダイナミ ッ クなものです。このデ ィ

デ ィー ルへのこだわりは、彼のすべての秀逸なカ ー ビングにおいて、最も重要なものと

な っ ています。
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NAOMI SAITO   齋藤  尚美

The beautiful and creative leatherwork of Naomi Saito began with instruction in Ms. 
Kazuko Kanatani’s craft class. With inspiration, she then went on to apprentice with Master 
leatherworker Taka Otsuka in his shop. Her leather carving quickly developed its own 
wonderfully expressive form. Naomi’s work is precise, gracefully executed, and reflects her 
attention to detail and movement. She attributes much influence from leatherworkers 
Gordon Andrus, Taka Otsuka and James Jackson. She feels that these craftsmen gave 
her a greater insight - connecting the design and creative process of leatherwork with 
the aesthetics of fine art. She is extremely creative, carving and tooling in several styles 
while she develops her own intuitive direction. Asked about the future, she says that her 
motive is to constantly improve her carving technique.  She is excited about teaching and 
popularizing leather craft to children.

齋藤尚美氏による美しくクリエイテ ィ ブなレザ ー ワ ー クは、金谷和子氏のクラフト教室から始まりました。その後、マ

スタ ー レザ ー ワ ー カ ー である大塚孝幸氏に感銘を受け、彼の工房に弟子入りしました。彼女のカ ー ビングは急速に豊か

で個性的な表現力を帯びて行きました。その作品は精密で優美に制作され、彼女の細部や躍動感へのこだわりを映し出し

ています。彼女はゴ ー ドン·アンドラス、大塚氏、ジム·ジ ャ クソンから大きな影響を受けました。彼女は、彼らは革作品の

デザインと創作過程を、芸術品の美学に結びつけるという雄大な考え方を与えてくれた、といいます。彼女は非常に独創的

で、自身の直感的な方向性を確立する一方、様 々 なスタイルのカ ー ビングを手掛けます。将来について聞くと、カ ー ビン

グの技術を向上し続けることが目標だと言います。彼女は子供たちにレザ ー クラフトを指導し、普及することも楽しみに

しています。

“What I keep in mind when I create a work is a design that is suitable for the purpose 
of its use and also it should be beautiful. I start to think how to express this feeling 
“By carving” when I see beautiful things in my daily life or when I touch the power and 
evanescence of nature. I tell myself that my sensibilities are fresh and work patiently even 
as I get older. I’m trying to improve my technique and grow even a little.”

「作品を製作するとき私が心がけていることは、使用する目的に適したデザインである事、そして美しい事です。日 々 の

生活の中で美しい物を見た時や自然の力強さや儚さに触れた時、この感覚をカ ー ビングで表現するには…と、考えます。

歳を重ねても感性は瑞 々 しく、仕事は辛抱強くと、自分に言い聞かせています。ほんの少しでも技術を高めて成長できる

よう心掛けています。」
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This masterfully designed and carved 
leather panel by Naomi Saito is a powerful 
example of an artist’s ability to be open 
to new ideas and allow creative instinct 
to guide her work. When Naomi began 
her leather carving career, her focus was 
mainly on traditional “Sheridan Style” 
design and carving techniques. Her love 
for learning and her carving experience led 
her to other possibilities. Naomi’s panel 
reflects a hint of the old “Porter Style” that 
was developed in Phoenix, Arizona - notice 
stems originating from the top of the 
flower and highly textured curls particular 
to that style. The complexity of the 
pattern and visual movement created by 
the mixture of circles and multiple curls is 
more reminiscent of “Sheridan Style”. The 
ultimate character and clarity of her work 
is distinct and reflects her individuality.

齋藤尚美氏による見事なデザインとカ ー ビングが施さ

れたこのパネルは、新しいアイデアを受け入れ、作品への

クリエイテ ィ ブな直感の導入を許容するア ー テ ィ スト

の能力を示す、絶好の実例です。レザ ー カ ー ビングを始め

たころは伝統的なシ ェ リダンスタイルのカ ー ビングやデ

ザインばかりに興味を持 っ ていましたが、彼女の学びへ

の情熱と様々な経験が新たな可能性への道を開きました。

齋藤氏のパネルは、アリゾナ州フ ェ ニ ッ クスで発展した、

昔の「ポ ー タ ー スタイル」からヒントを得た事を表わして

います。茎がフラワ ー の先端から始まる事と、強い質感が

加えられたカ ー ルが特徴です。多数のカ ー ルと円の組み

合わせによ っ て生まれる図案の複雑さと視覚的な躍動感

は、「シ ェ リダンスタイル」を彷彿とさせます。彼女の作品

の強烈な特徴と明快さは際立 っ ており、彼女の個性を反

映しています。

Leather panel 
by NAOMI SAITO    
sponsored by Hermann Oak Leather     
作 ： 齋藤  尚美　協賛 ： ハーマンオークレザー
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CHUCK STORMES   チャック·ストームズ

At the age of 16, Chuck Stormes began his apprenticeship with the last of Calgary’s 
pioneer saddleries. A thorough grounding in the mechanics of the trade and six years of 
intense study and practice culminated in the opening of his shop in 1968. Building on a 
strong sense of tradition and deep commitment to fine craftsmanship, Stormes’ saddles 
have earned an enviable reputation. His 58 years in the trade have resulted in a personal 
style that clearly reflects the influence of the elegant vaquero saddles of early California. 
Stormes’ saddles, built on trees of his own manufacture, are valued by working cowboys 
and ranchers for their comfort and durability, while collectors of contemporary saddlery 
praise his more elaborate works as functional art. Stormes was the first recipient of the 
City of Calgary’s Silver Spur Award for his contribution to Western Heritage. The Academy 
of Western Artists has honored him with both the Will Rogers Award and the Don King 
Award of Lifetime Achievement.

チ ャッ ク·スト ー ムズは16歳の時に、カルガリ ー 最後の草分け的サドラリ ー（馬具店）で見習い修行を始めました。基本

的な作業、技法の徹底的な習得と6年にも及ぶ熱心な修行の末、1968年、ついに自身の工房を開きました。“スト ー ムズ”サ

ドルは強い伝統性と優れた職人技への深いこだわりの上に構築され、人も羨む評判を得ています。彼は58年間の業界歴の

末、初期のカリフ ォ ルニアのエレガントな“バケ ー ロ·サドル（昔のカウボ ー イのサドル）”の影響を顕著に反映する、独自の

スタイルを確立しました。彼自身が手作りしたサドルツリ ー の上に構築されるサドルは、その乗り心地と耐久性がワ ー キ

ングカウボ ー イや牧場主に評価されると同時に、現代の馬具コレクタ ー は彼のより精巧な作品を機能的な芸術品として

賞賛しています。スト ー ムズはウエスタン·ヘリテ ー ジ（遺産）への貢献が評価され、カルガリ ー 市の“シルバ ー スパ ー 賞”

の初代受賞者となりました。また、彼はウエスタン·ア ー テ ィ スト·アカデミ ー のウ ィ ル·ロジ ャー ス賞とドン·キング終身

功労賞の受賞者でもあります。

“A lifelong appreciation for good design, in everything from everyday objects 
to architecture, has influenced my career and provided challenges that have 
sustained my passion for over 50 years. Design and craftsmanship present 
infinite opportunities for expression, while honoring and respecting tradition.”

「日常品から建築物に至るまで、優れたデザインに対する終生の感謝の気持ちは、私のキ ャ リアに影響を

与え、50年以上に渡り私の情熱を支えてきました。伝統を敬い尊重する気持ちは、デザインと職人技の表現

に無限の可能性を与えます。」
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Leather panel  by CHUCK STORMES / sponsored by Taka Fine Leather JAPAN  作 ： チ ャッ ク·スト ー ムズ ／ 協賛 ： タカ·フ ァ インレザ ー ·ジ ャ パン

In the tradition of the “California Style” carving of Stanley Diaz, 
Alfred Soria and Gene Sisco, Chuck Stormes has combined a 
lifetime of tooling experience to produce patterns that reflect the 
complex designs he came to admire early in his career. The highly 
recognizable and impassioned carving of flowers from the Visalia 
Stock Saddle Company in California grew out of an effort by 
craftsmen to mimic nature as closely as possible. With a plethora 
of luminous flowers flowing in and out of occasional leaves and 
stems, the focus of the design was to emphasize the movement 
from one fanning blossom to another. In Chuck Stormes’ tooling, 
there is a strong measured use of a shading tool that leaves 
a polished sheen on the petals. The undulating play of light 
from one flower to the next moves your eye over the medley of 
indigenous flowers and creates intrigue by their variation.

チ ャッ ク·スト ー ムズのパネルは、スタンレイ·デ ィ アズ、アルフレ ッ ド·ソリア、ジーン·

シスコの「カリフ ォ ルニアスタイル」カ ー ビングの伝統を受け継ぎ、彼がキ ャ リア初期に

敬愛するようにな っ た複雑なデザインを反映するために、自身の生涯に渡るカ ー ビング

の経験を組み合わせたものです。カリフ ォ ルニア州の「ヴ ァ イサリア·スト ッ クサドル·カ

ンパニ ー」の有名で情熱的なフラワ ー カ ー ビングは、可能な限り自然を模倣したいと思う

クラフトマン達の努力によ っ て生み出されたものです。たくさんの光り輝くフラワ ー が

まばらに存在する葉や茎に出入りし、このデザインの焦点は、扇形に咲き乱れるフラワ ー

からフラワーへの躍動感を強調することでした。チャック·ストームズのカービングには、

花びらに磨かれた光沢を残すようなシ ェー ダ ー 刻印の使い方をするという、確固たる意

図があります。1つのフラワ ー から次のフラワ ー へと光が波打つ演出は、あなたの視線を

“土着のフラワ ー のメドレ ー ”上に巡らせ、フラワ ー のバリエ ー シ ョ ンは好奇心を喚起し

ます。
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MAYUMI KONNO   近野  真弓

Mayumi Konno’s interest in leatherwork began in 1995 when she discovered a handbag 
in a hobby shop. Initially, she started acquiring leather working skills from Ms. Kazuko 
Kanatani, and then went on to enroll in the Craft Gakuen leather craft school. Her teacher, 
Mr. Seiichi Koyashiki, continues to be a major influence on her work, as well as the fine 
work of Taka Otsuka. Mayumi’s floral patterns are carved with great precision and possess 
a wonderful rhythm and flow. In much of her work you can see the influence of both the 
“Sheridan style” of carving as well as the “Arizona style.” She is constantly designing and 
working in her own shop, loving the creative process. Stating; “It pains me if I cannot do 
leatherwork for several days.” Mayumi has become a well-respected leatherworker and 
teacher. She opened her own school and leather shop in Ageo City, Japan in 2014.

近野真弓氏がレザ ー ワ ー クに興味を持 っ たのは1995年、手工芸店でハンドバ ッ グを見つけた時でした。はじめは金谷

和子氏からレザ ー クラフトの技術を学び、その後クラフト学園に入学しました。彼女の師である小屋敷清一氏は彼女の作

品作りに大きな影響を与え続けており、また大塚氏の精巧な作品も影響を与えています。彼女のフロ ー ラルパタ ー ンは

非常に正確に彫られており、見事なリズムと流れを帯びています。その多くの作品からシ ェ リダンスタイルとアリゾナス

タイルの両方の影響を見て取ることができます。彼女は創造の過程を楽しみながら、自身の工房で絶えずデザインと制作

を続けています。彼女は“何日も革仕事ができない状況なんて耐えられない”と言います。彼女は今や大いに尊敬されるレ

ザ ー ワ ー カ ー であり指導者であり、2014年には自身の工房と教室を日本の埼玉県上尾市に開きました。

“The theme of my work is scenery that changes with each season. I express 
the flowers, clouds, and wind I felt by my skin in leather. In addition, what 
I care about is a total balance when I’m creating. I consider the balance of 
shadows so that I can get closer to the image in me, draw a design, choose 
the appropriate stamp tools for my imagination to express on leather. When I 
impress with stamp tools, I am conscious of having "fluctuations" in regularity 
to create a moderately tense flow.”

「私の作品作りの題材は、季節ごとに変化する景色です。日 々 の散策で見かける花や雲、肌で感じる風等

を革に表現します。又、創作の際に気にかけているのが、ト ー タルバランスです。自分の中にあるイメ ー ジ

に近づくように陰影のバランスを計り、図案を描き、その時 々 に適した刻印を選び革に表現しています。刻

印を打刻する時は、規則性の中に『ゆらぎ』を用いて、ほどよい緊張感のある流れを作ることを意識してい

ます。」
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Leather panel  by MAYUMI KONNO   sponsored by Hermann Oak Leather 作 ： 近野  真弓 ／ 協賛 ： ハ ー マンオ ー クレザ ー

Mayumi Konno has orchestrated a grand and sweeping design 
when she composed this leather panel. While using her own 
masterful and distinctive carving skills, she has arranged and 
combined the characteristics of two distinct styles and made it 
her own. There is a clarity and refinement beyond the “Arizona 
Style,” but she has given us flowers and broad elongated stems 
that give you a hint of its influence. The tight curls and smooth 
transitions along the border whisper characteristics found in 
the “Sheridan Style.” Make no mistake, the use of these stylistic 
“suggestions” give greater meaning and strength to her work. They 
tell of the experience and depth found in her leather carving, and 
how it exemplifies her connection to nature and her passion for 
expression. With exhilarating movement and confidently executed 
tooling, she shows us her exceptional talents.

近野真弓氏はこのレザ ー パネルを制作する際、壮大で圧倒的なデザインを編成しまし

た。彼女は、独自の巧みで独特なカ ー ビング技法を用いつつ、2つの異なるスタイルの特徴

をアレンジして組み合わせ、それを自身のものにしました。「アリゾナスタイル」を超越し

た明瞭さと洗練さがありますが、彼女はフラワ ー と太く長い茎によ っ て、そのスタイルの

影響を伝えています。ボ ー ダ ー に沿 っ た強いカ ー ルと滑らかな流れは「シ ェ リダンスタ

イル」に見られる特徴を示唆しています。間違いなく、これらのスタイル的「暗示」を使う事

は、彼女の作品により大きな意味と力強さを与えています。それらは彼女のレザ ー カ ー ビ

ングに見られる経験と深み、そして彼女の自然とのつながりと表現への情熱をどのように

作品に例示するかを物語 っ ています。爽快な躍動感と自信を持 っ て施されたカ ー ビング

で、彼女は私たちに卓越した才能を示しています。
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BOBBY PARK   ボビー·パーク

Bobby Park began carving leather as a youngster in Prescott, Arizona, where he was 
greatly influenced by the cowboy lifestyle. After studying details and characteristics 
of dominant leather carving styles and closely observing techniques and methods of 
respected craftsmen, he has gone on to develop his own unique and recognizable tooling. 
His beautifully designed leather work and tooling has made him a popular instructor at 
the Leather Crafters and Saddlers Journal shows, as well as many other prestigious leather 
exhibitions around the world. His leather carving has been admired in Australia, China and 
Europe, as well as Japan and America. He received the coveted Al Stohlman Award for 
“Excellence in Leather Craft” in 2015. He is the author of “Creating Western Floral Designs,” 
a popular design tutorial distributed in over 40 countries.

ボビ ー ·パ ー クは、カウボ ー イのライフスタイルに大きな影響を受けたアリゾナ州プレスコ ッ トで、子供の頃にレザ ー

カ ー ビングを始めました。主なカ ー ビングスタイルの特徴や偉大な職人たちの技法を綿密に観察、研究したボビ ー はそ

の後、彼独特で特徴的な作風を確立しました。美しいデザインの作品とカ ー ビングにより、彼はレザ ー クラフタ ー ズ＆サ

ドラ ー ズジ ャー ナル誌主催のシ ョー で人気の講師となり、また、世界中で開催される多くの権威ある革工芸展示会におい

ても同様に活躍しています。彼のレザ ー カ ー ビングは、オ ー ストラリア、中国、ヨ ー ロ ッ パおよび日本とアメリカでも称

賛されています。2015年には「レザ ー クラフトの最優秀賞」、アル·スト ー ルマン賞を受賞。彼は40か国以上で販売されて

いる教本、「Creating Western Floral Designs」の著者でもあります。

“My passion for leather carving only increases with time. It’s exciting to be 
involved with a craft that is finally accepted as an art form. And while function
must always be the foundation for the work that we do, my passion is to 
improve on the tooling designs and the carving techniques which bring grace 
and beauty to the work. We are currently in the Renaissance of leather 
craft. The greatest artisans of all time are currently doing their very best 
work. And that inspires me to put every boundary in and attempt to 
achieve that level of excellence.”

「レザ ー カ ー ビングに対する私の情熱は時とともに深まります。最終的に芸術形式として受け入れら

れる工芸に関わることは刺激的です。そして、機能性は常に私たちが作る作品の基礎でなければなりませ

んが、私の情熱は作品に優雅さと美しさをもたらすカ ー ビング技法や装飾デザインを改善することに注

がれています。現在、私達はレザ ー クラフトのルネ ッ サンス（文芸復興期）にいます。史上最高の職人達は

現在、最高の作品を作り上げています。そしてこの革工芸復興期は、私にすべての制約を超えて卓越した

レベル達成への努力を鼓舞します。」
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Leather panel  by BOBBY PARK   sponsored by Amanda Hennessy & Robert Beard   作 ： ボビ ー ·パ ー ク　協賛 ： アマンダ·ヘネシ ー ＆ロバ ー ト·ベア ー ド

This masterfully carved design with ornate borders exemplifies 
the considerable skill and concentrated effort Bobby puts into 
his work. His imagination is always pushing the boundaries of 
traditional leather carving, while at the same time, he applies the 
most effective methods and techniques from great craftsmen of 
the past. This “Sheridan Style” carving demonstrates the visual 
movement and energy that can be created when flowing stems 
weave inward toward the flower, then quickly outward, countering 
that movement. His sculpted flowers are like exclamation points 
at the end of a passionate sentence. The overall complexity of the 
design brings you to the center figure. The metaphor for “life and 
death in the West” is apparent.

華やかなボ ー ダ ー の、この見事に彫られたデザインは、ボビ ー が相当なスキルと濃厚

な努力を作品に注ぎ入れたことを物語 っ ています。彼のイマジネ ー シ ョ ンは常に伝統的

なカ ー ビングの限界を押し広げると同時に、一方で過去の偉大なクラフトマン達から受

け継いだ最も効果的な手法と技術を作品に応用しています。この「シ ェ リダンスタイル」

カ ー ビングは、茎の流れが花に向か っ て内側に進み、そして急激な外側への反転した動き

により、それが視覚的な躍動とエネルギ ー を生み出しています。彼が彫り上げたフラワ ー

は、まるで情熱的な文章の最後に打つ感嘆符のようです。全体的に複雑なデザインなので、

中心のフ ィ ギ ュ アに意識が向きます。「西部の生と死」の象徴がは っ きり見て取れます。
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KAZUKI FUJITA   藤田  一貴

Kazuki Fujita’s interest in leatherwork began when he was a student at Musashino 
Art University in Tokyo. He felt the potential to use leather as a medium for expressing 
an “intensity of thought.” In the late 1970’s, his interest was realized when he found 
employment at Craft Company, Japan and started working with Seiichi Koyashiki, head 
craftsman, who gave him insight into the many skills of leather craft. Mr. Fujita opened 
a leather supply shop in 1994 and began to create exquisite figure carvings in leather. 
He moved his shop to its present location in Numazu City, Japan in 1997. His interest in 
floral and figure carving is recognizable by its precision and beautiful overall design. His 
background in the Fine Arts has given him a thorough understanding of composition. 
His work is always exquisitely tooled. You sense the “humanity” that he is interested in 
conveying, and it warms the heart.

藤田一貴氏のレザーワークへの関心は、東京の武蔵野美術大学に在学していた時に始まりました。彼は“思い入れ”を表

現するための媒介として革を使用することに可能性を感じたのです。1970年代後半、日本のクラフト社に就職したことに

よって藤田氏の関心は現実のものとなり、彼にレザークラフトに関する様々な知識を伝えた主任講師の小屋敷清一氏と

共に働く事となりました。1994年に革材料店を開業し、非常に精巧なフィギュアカービングの制作を始めました。1997

年に店舗を沼津市の現在の場所に移転しました。隅々まで精巧で美しいそのデザインからは、彼のフローラルとフィギュ

アカービングへの探求心が見て取れます。彼の芸術の知識は、作品の構図、構成の解釈に大いに貢献しています。彼の作品

は常に美しく精巧に装飾されています。作品には彼が伝えようとしている“慈愛”が感じられ、そして心が温められます。

“I mainly sell leather craft materials, so most of my works are for 
workshops. I am keeping in mind that what the students can enjoy making 
and the finished figure work will be cute and heart-warming. Sheridan 
style carving, which is often used as a spatial representation of figures, is 
always conscious of the supple and smooth flow of stems. The width of 
the intensity of the stamping, including the intensity of the impression in 
tone in order to give the depth, is also an indispensable element. For every 
technique, I always seek a better way and I believe that combinations of 
them produce the effectiveness like a chemical reaction.”

「私は革材料販売が主のため、作品は講習会向けがほとんどです。受講者が楽しんで作れるもの、ま

た出来上がったフィギュア作品は可愛く心温まるものになるよう心掛けています。フィギュアの

空間表現としても多用するシェリダンスタイルカービングは、しなやかでスムーズなステムの流れ

を常に意識します。深みを感じさせるための打刻色の濃さを含めた、打刻の強弱の幅も欠かせない要

素です。どの技法も常により良い方法を模索する事で、それらの組み合わせが化学反応的な効果を生

む事を信じて取り組んでいます。」
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Leather panel  by KAZUKI FUJITA / sponsored by James F. Jackson  作 ： 藤田  一貴 ／ 協賛 ： ジ ェー ムズ·F·ジ ャ クソン

This heartfelt composition, which combines brilliant leather 
carving with skillfully embossed and painted imagery, represents 
his daughter embracing their pet. Mr. Fujita has mastered the 
techniques of “Sheridan style” tooling. The strong definition of 
the circular vines and stems in the floral areas create dynamic 
movement. The clarity of the carving, variety of flowers and the 
character of the imagery give us a warm and joyful sensation. You 
can feel the confidence of a fine artist in the strokes of his swivel 
knife, the highly realistic rendering of the figures and the subtle 
blue and tan colors that complement one another. The finish work, 
dying and antiquing of the floral area, gives depth and contrast to 
the composition. To create a leather panel like this takes years of 
experience, artistic talent and a passion for working with leather.

華麗なレザ ー カ ー ビングと巧みなエンボス技法、そして染色したフ ィ ギ ュ アを組み合

わせたこの心温まる作品は、ペ ッ トを抱きしめる彼の娘を表しています。藤田氏は「シ ェ

リダンスタイル」の技術に精通しています。円形のつるや茎の強烈な鮮明さは、フロ ー ラ

ル部分にダイナミ ッ クな躍動感を創り出しています。カ ー ビングの明瞭さ、フラワ ー の

多様性、フ ィ ギ ュ アの個性は、私たちを暖かく楽しい気持ちにします。彼のス ー ベルナイ

フの技術、非常にリアルなフ ィ ギ ュ アの描写、互いに補色となる微妙な青とタンの色に、

優れたアーティストの自信を感じることができます。フローラル部分の染色、アンティー

クの仕上げは、構成に深みとコントラストを与えます。これほどのレザ ー パネルを作成す

るには、長年の経験、芸術的才能、レザ ー ワ ー クへの情熱が不可欠です。
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HONGHAO CAI   蔡  弘灝

With exceptional talent and dedication to his art form, this master leather worker 
shapes and carves exquisitely delicate and beautifully rendered images. An extremely 
fine craftsman and revered teacher, his work is universally respected. Cai creates his fine 
leatherwork and gives instruction in studios, both in China and Japan. Early in his career, 
Cai worked as a creative director for an advertising firm, but soon realized his heart desired 
full creative freedom, so he changed his direction. Around 15 years ago, he discovered the 
process of working with leather and its potential. Initially, he was influenced by “Sheridan 
Style” as well as Japanese carving and tooling. As his work progressed and matured, he 
has gone on to more of the aesthetic imagery found in Chinese culture. His current work is 
becoming more sculptural - emphasizing the “spirit” of nature.

傑出した才能と芸術に対する愛情により、このマスタ ー レザ ー ワ ー カ ー は非常に繊細で優美な表情の作品を造形し、

彫り上げます。非常に優れたクラフトマンであり尊敬される指導者でもある彼の作品は、世界中で高く評価されています。

中国と日本両国の工房で素晴らしい作品を創作し、指導を行 っ ています。広告代理店のクリエイテ ィ ブデ ィ レクタ ー と

して働いていたキ ャ リアの早い段階で、彼はすぐに自身のハ ー トが真に自由な創造を欲している事に気付き、方向転換し

ました。15年ほど前に革を使用した作品作りの工程を知り、そこに可能性を感じました。最初はシ ェ リダンスタイルや日

本のカ ー ビングに影響を受けました。そして自身の技術が高まり成熟していくにつれ、中国文化に見られる美的イメ ー ジ

を表現する方向に移行してゆきました。彼の現在の作品はますます彫像的にな っ ており、大自然の“魂”を強調しています。

“As for leather crafts, I have experienced many successes and failures. 
It was not only my work and money in leather craft, but also my creative 
experience. Looking at my work, more and more leather craft fans in 
China started making leather crafts. I was interested in figure carving and 
Chinese painting style, and my relief stereoscopic work was also used as a 
model for learning. I think this is my highest honor. Students create their 
own leather craft workshops to teach and expand the knowledge they 
have learned. Leather crafts are researched, shared and handed down to 
me, and it is my responsibility for my life to spread leather crafts around 
the world.”

「革工芸について、私は多くの成功と失敗を経験しました。レザ ー クラフトで仕事やお金だけでは

なく、自身にと っ てとても貴重な創作経験を得ました。私の作品を見て、中国ではますます多くのレ

ザ ー クラフトフ ァ ンが革工芸作品を作り始めました。フ ィ ギ ュ アカ ー ビングと中国絵スタイルに

興味を持ち、私のレリ ー フ立体造形作品も学習の手本とされました。これは私の最高の栄誉だと思い

ます。生徒達が自分の革工芸の工房を設立し、学んだ知識を彼らの生徒に教え、広げています。革工芸

は研究され、共有され、そして私に受け継がれています。革工芸を世界中に広めることは、私の人生に

おける責務です。」
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Leather panel  by HONGHAO CAI   sponsored by Craft & Co.,Ltd.  作 ： 蔡  弘灝 ／ 協賛 ： 株式会社 クラフト社

This meticulously modeled and sculpted leather panel 
represents years of experience - designing and composing with 
leather in a variety of creative methods. The balance of the figures, 
fine detail in the modeling and beautifully executed dyeing reveal 
his dedication for perfection. Cai continues his exploration of 
creative directions, introducing the use of leather as a means 
for making fine art connected to a layered narrative and deeper 
meaning. Though the focus of MASTER LEATHER CARVERS 
FROM NORTH AMERICA AND JAPAN is on the influences of 
floral carving, this particular leather panel is an example of Cai’s 
current figure carving and shaping processes which extend the 
boundaries and possibilities of leather as a viable medium for 
artistic expression. His floral and figurative carving are equally 
impressive, tapping into an awareness of traditional Chinese 
design and spatial relationships.

細心の注意を払 っ て造形、彫刻されたこのレザ ー パネルは、様 々 な独創的技法でデザ

インや構成を革に施してきた、長年の経験を表しています。フ ィ ギ ュ アのバランス、造形

の細かいデ ィ テ ー ル、美しく施された染色は、彼の完璧を求めるひたむきさを表していま

す。蔡氏は創造の方向性を探求し続け、積み重ねた物語と深い意味を結び付けた芸術作品

を作る手段に革を用いています。“北アメリカと日本のマスタ ー レザ ー カ ー ビング”の焦

点はフロ ー ラルカ ー ビングの影響ですが、この特別なレザ ー パネルは、芸術表現のため

に実行可能な媒体として革の限界と可能性を広げる、蔡氏の現在のフ ィ ギ ュ アカ ー ビン

グと造形手法の一例です。彼のフロ ー ラルカ ー ビングと造形はどちらも同様に印象的で、

伝統的な中国のデザインと空間的関係の認識を作品に活用しています。
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WILLIAM L. KING   ウィリアム·L·キング

William L. (Bill) King grew up around leatherwork at an early age watching his father, 
well-known saddlemaker Don King, carve and tool. As a young man in high school, Bill 
worked for Ernst’s Saddlery, a long-established saddle shop, stamping stock belts.  From 
there he moved to stamping many items for King’s Saddlery when it opened on Main 
Street in Sheridan, Wyoming, in the early 1960’s. Bill left the shop in 1973 to pursue other 
endeavors, but carved and tooled leather wherever he was residing, creating a variety of 
items for friends and family. The patterns that Bill loves to create are usually complex and 
masterfully designed. The influence of Don King, Bill Gardner and a number of fine carvers 
of that generation who worked in King’s leather shop, had profound influence on Bill’s 
fine work. He has refined the “Sheridan Style” with his extremely imaginative and detailed 
patterns as well as his masterful swivel knife work.

ウ ィ リアム·L（ビル）キングは幼い頃から、有名なサドルメ ー カ ー である父親、ドン·キングのカ ー ビングや作業を見て、

レザ ー クラフトに触れながら育ちました。高校時代には老舗サドルシ ョッ プであるエルンスト·サドラリ ー で働き、在庫

用のベルトにスタンピングを施していました。そこから、1960年代初頭にワイオミング州シ ェ リダンのメインストリ ー

トに店をオ ー プンしたキングズサドラリ ー に移り、多くの製品のスタンピングをするようになりました。ビルは1973年

に新たな試みを追求すべく店を去りましたが、どこに住んでも友人や家族の為にカ ー ビングを施した様 々 なアイテムを

製作しました。彼は図案描きが大好きで、通常、複雑で見事にデザインされています。ドン·キング、ビル·ガ ー ドナ ー、そし

てキングズサドラリ ー で働いていたその世代の多くの優れたカ ー ヴ ァー 達の影響は、ビルの素晴らしい作品に大きく反

映されています。彼は非常に想像力豊かで細部までこだわ っ た図案だけでなく、巧みなス ー ベルナイフの技術で「シ ェ リ

ダンスタイル」を洗練しました。

“I’ve been around leatherwork all my life and probably learned most of it through 
osmosis. Since I don’t consider myself a professional leatherworker any more, it is more of 
a therapy and cold weather time killer for me. It’s still nice doing something for somebody 
that appreciates it.”

「私の生涯を通してレザ ー ワ ー クと共におり、恐らくそのほとんどを気付かぬうちに身に着けました。私はもう自身を

プロのレザ ー ワ ー カ ー と考えていないので、レザ ー クラフトは私にと っ てのセラピ ー と寒い時期の暇つぶしにな っ て

います。価値を理解してくれる人の為に何かをする っ て良い事ですね。」
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Leather panel  by WILLIAM L. KING / sponsored by Jerry Berger  作 ：ウ ィ リアム·L·キング ／ 協賛 ： ジ ェ リ ー ·バ ー ガ ー

This magnificent leather panel exemplifies how floral carving 
can emulate a sense of beauty and convey the confidence and 
expressive skills of a master carver and stamper. It was while 
working at King’s Saddlery and designing and tooling floral 
patterns on all types of leather items that Bill King developed his 
imaginative and artistic approach to carving leather. This “Sheridan 
Style” carving creates a wonderful fluid movement and takes you 
on a visual trip with swirls and complex stem work. The transition 
from one circle of stems to another creates an energetic dynamic. 
The beautifully sculpted flower petals twist, turn and group in 
ways that give you resting points throughout the design. Leather 
carving at this level transcends the material. It holds a sense of the 
Western culture and gives delight in its resplendent presentation.

この豪華なレザーパネルは、いかにフローラルカービングが美意識を喚起し、マスター

カ ー ヴ ァー とスタンパ ー の自信と表現力を伝える力があるかを示す作品です。ビル·キン

グが想像力豊かで芸術的なカ ー ビングへのアプロ ー チを育んだのは、キングス·サドリ ー

で働き、様 々 なタイプのレザ ー アイテムの柄をデザインし、カ ー ビングをしていた時で

した。この「シ ェ リダンスタイル」カ ー ビングは素晴らしい流動性を形成しており、スク

ロ ー ルと複雑なステムワ ー クであなたを視覚的な旅に連れ出します。茎のサ ー クルから

次のサ ー クルへの移行は、エネルギ ッ シ ュ なダイナミ ッ クさを生み出します。美しく彫

られた花びらは、ねじれ、折れ返り、そしてデザイン全体の中で休息点となるグル ー プを

成しています。このレベルのレザ ー カ ー ビングは、素材を超越しています。ウエスタン文

化の雰囲気を保ち、そのまばゆく輝く表現を楽しませてくれる作品です。
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AKIKO OKADA   岡田  明子

Akiko Okada viewed the Al Stohlman Museum while visiting Texas in 1994, and was 
greatly inspired. She was introduced to leatherwork at an earlier time, but Stohlman’s fine 
carving was special. Consequently, Akiko took classes from Seiichi Koyashiki, whose work 
she admires, and then went on to study the work of Chester Hape and James Jackson. 
She sensed “being movements” or a certain kind of poetry in their leatherwork. She has 
beautifully instilled this leather carving “poetry” in her wonderful leatherwork as well. 
Akiko carves small flowers and complex patterns. Teaching leather carving has become 
the driving force in her life, and she has given classes and demonstrations all over the 
world. She is “motivated by the student’s reactions and inspired by their delights.” Akiko 
enjoys the interaction of her fellow leatherworkers, and in return, they enjoy her dedication 
and joyful outlook on life. The Al Stohlman Award for Excellence in Leather Craft was 
presented to her in 2013.

岡田明子氏は1994年にテキサスを訪れた際にアル·スト ー ルマンミ ュー ジアムを見学し、大きな感銘を受けました。彼

女は以前からレザ ー クラフトに携わ っ ていましたが、スト ー ルマンの見事なカ ー ビングは格別でした。そして彼女は、作

品に憧れを持 っ ていた小屋敷清一氏の指導を受け、その後チ ェ スタ ー ·ヘイプとジ ェー ムズ·ジ ャ クソンの作業を学びま

した。彼らの作品から“本当に動いている印象”やある種の詩的なものを感じたのです。そして彼女もまた、自身の素晴らし

い作品の中にそのレザ ー カ ー ビングの“詩”を見事に落とし込んでゆきました。彼女は細かいフラワ ー の複雑な図案を彫

り上げます。レザ ー カ ー ビングの指導は彼女の人生における原動力になり、世界中で講習会や実演を行 っ ています。彼女

は受講生たちの反応に刺激を受け、彼らの喜ぶ姿に勇気をもら っ ています。彼女は革仲間との交流を心から楽しみ、彼ら

もまた、彼女のひた向きさと幸せな人生観を楽しませてもら っ ています。2013年には、レザ ー クラフトの功績を讃えるア

ル·スト ー ルマンアワ ー ドを受賞しています。

“By the beauty and warmth of leather I was fascinated, and I became 
completely captivated by the leather decoration. The skins of the animals 
that were originally alive and their leathers are carved and finished as works. 
I always try not to forget my gratitude towards the animals. For that reason, 
my work should be beautiful and expressive, full of energy. I continue to draw 
and carve designs through trial and error towards this proposition. That feeling 
has become my passion for leather work and a source of energy. I would like to 
continue to devote myself to the completion of my ideal work.”

「革の持つ美しさ、温かさに魅了された私は、す っ かり革装飾の虜にな っ てしまいました。元来生きてい

た動物達の皮、その革に彫刻を施し作品として仕上げる。そこには常に感謝の気持ちを忘れないように心

がけています。その為に作品は美しくエネルギ ー に満ちたものでなければなりません。私はこの命題に向

か っ て試行錯誤を繰り返しながら図案を描きカ ー ビングを続けています。その気持ちが私の革作品への

情熱になりエネルギ ー の源にな っ ています。これからも理想の作品の完成を目指して精進したいと思 っ

ています。」
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Akiko Okada’s floral leather carving 
can be viewed like an epic poem.  Her 
designs have great complexity with many 
different flowers combined with leaves, 
stems and buds, all giving rhythm to a 
long joyful visual journey. Her complex 
and energetic work reflects a cheerful love 
of life and it’s inspiring moments.  Most 
of her carving has deep roots in “Sheridan 
Style” design, yet imbedded in the work is 
an overall sense of her Japanese Culture. 
The variety of small flowers is dazzling. A 
viewer always feels this playfulness, love of 
nature, and passion in her leather work.

岡田明子氏のフロ ー ラルカ ー ビングは、叙事詩のよう

に見て取れます。彼女のデザインは非常に複雑で、たくさ

んのフラワ ー と葉、茎、蕾を組み合わせることで、長く楽

しい視覚の旅にリズムを与えています。彼女の複雑でエ

ネルギ ッ シ ュ な作品は、命あるものへの朗らかな愛と、そ

の刺激的な瞬間を反映しています。彼女のほとんどのカー

ビングは「シ ェ リダンスタイル」のデザインに深いル ー ツ

がありますが、作品全体に埋め込まれているのは彼女の日

本文化の感性です。バラエテ ィー に富んだ小さな花 々 は

まばゆいほど素敵です。作品を見る者はいつも、この遊び

心、自然への愛、そして彼女のレザ ー ワ ー クへの情熱を感

じ取るでし ょ う。

Leather panel 
by AKIKO OKADA
sponsored by Amanda Hennessy & Robert Beard    
作 ： 岡田  明子　協賛 ： アマンダ·ヘネシ ー ＆ロバ ー ト·ベア ー ド
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ATSUSHI KUBOTA   窪田  敦司

About 40 years ago, Atsushi Kubota dropped into a bookstore and noticed a leather 
craft text book and “felt some kind of electric shock from the vivid impression.” This very 
energetic and charming man focused on design and creation of leatherwork from that 
moment. Early in his career he was inspired by Al Stohlman.  Mr. Kubota began working 
for FUNNY CO. LTD. (manufacture of fine Western style leather goods), and eventually 
became factory chief. He created masterful leather items, working directly for them over 
a 24-year-period. He is now manufacturing custom leatherwork in his shop in Kochi City 
(Kubota Craft). His current work is intriguing and complex. Often, he uses various kinds of 
stones for flower centers and filigrees backgrounds when designing and building wallets, 
belts and other items. He is well known as a superb craftsman, innovator, teacher and 
greatly admired in the Japanese leather industry.

約40年前、窪田敦司氏は立ち寄った書店でレザークラフトの教本を目にし、その鮮烈な印象に雷に打たれたような衝撃

を受けました。非常にエネルギッシュで魅力的な彼は、その瞬間から革作品のデザインや創造に情熱を注いできました。

キャリアの初期にはアル·ストールマンの影響を受けました。窪田氏はFUNNY（高品質なウエスタンスタイルの革製品の

メーカー）で働き始め、やがて工場長を務めました。彼は24年間に渡り、工場で素晴らしい作品を生み出し続けました。現

在は高知県高知市にある自身の革工房、クボタクラフトでカスタム商品を製作しています。彼の現在の作品は興味深く、複

雑です。財布やベルト、その他アイテムをデザイン、仕立てる際、フラワーセンターに貴石を使用したりバックグラウン

ドのフィリグリーを多用します。彼は傑出したクラフトマン、革新者、指導者として有名であり、日本のレザークラフト

業界で憧憬の的となっています。

“I’ve worked with leather for 47 years. The main work is carving on 
leather, and most of the designs are arabesque designs. When I started 
leather carving, I was self-taught. I remember practicing so that I could put 
patterns in any shape by referring to commercially available text books on 
my own without taking any lessons with anyone. And I have been training 
“no trace & cut” so that the pattern can be placed directly on leather in 
order to make use of the stretch of the patterns. The ideas and flashes of 
leather craft and the fun of embodying them are never-in-full.”

「革の仕事に携わって47年。仕事のメインは革への彫刻で、その意匠の殆どは唐草模様です。レザー

カービングを始めた頃は、誰に師事すること無く、独学で市販のテキストを参考にしてどの様な形状

の物にも柄を入れられる様に練習していた記憶があります。そして模様の伸びやかさを活かしたい

為に柄を直に革に配置出来るようにノー·トレース＆カットのトレーニングをしてきました。レザー

クラフトでのアイデアと閃き、そしてそれを具現化する楽しさはいつまでも尽きないです。」
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This amazing leather panel reads like 
an arabesque with sections of carving, 
imbedded silver and stones, stamped and 
filigreed backgrounds, floral oval boarder 
and - as an encore - a sterling maker plate. 
This array of materials integrated into a 
flowing pattern of looping circles creates 
a design that is a visual delight and also 
reflects Mr. Kubota’s warm and joyful 
personality. He has studied leather carving 
of Al Stohlman and many others, but his 
tooling has it’s own profound character. 
There are characteristics of “Sheridan 
Style” in the tight circular stem carving. 
His carving and stamping is deep and 
confident from many years of experience 
and dedication to his craft. His finish work 
- dyeing, antiquing and filagree cutting - is 
masterfully executed.

この素晴らしいレザ ー パネルは、カ ー ビング、シルバ ー

と貴石のはめ込み、フ ィ リグリ ー されたバ ッ クグラウン

ド、楕円形ボ ー ダ ー の花柄、そしてアンコ ー ルとしての

シルバ ー のメ ー カ ー ·プレ ー トというセクシ ョ ンから成

る、アラベスク模様のように見て取れます。流れるような

ル ー プ円のパタ ー ンに複数素材の配置を統合したデザイ

ンは見るものを楽しませ、また、窪田氏の温かく陽気な人

柄を感じさせます。彼はアル·スト ー ルマンや、その他多く

のレザ ー カ ー ビングを研究してきましたが、彼の作風に

は深い独自性があります。隙間のない円形の茎のカ ー ビ

ングには「シ ェ リダンスタイル」の特徴があります。彼の

カ ー ビングには、クラフトへの長年の経験と情熱が生み

出した深みと自信が表れています。染色、アンテ ィー ク、

フ ィ リグリ ー ·カ ッ ト等の仕上げ作業も、実に見事です。

Leather panel 
by ATSUSHI KUBOTA
sponsored by Kyoshin Elle & Co.,Ltd.   
作 ： 窪田  敦司　協賛 ： 株式会社 協進エル
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MICHIKO MATSUDA   まつだ  みちこ

While attending college and studying interior design, Michiko Matsuda found that she felt 
a “warm impression” when she noticed a chest, in which some pieces of crafted leather 
were inlaid, at a furniture trade show. The look and feel of the material is very important to 
her. Early in her career, she was taught the fundamentals of leather tooling by Mr. El Gome 
and she studied batik dyeing methods from Mr. Teruo Kikuchi. She developed an extreme 
interest in batik dyeing and three-dimensional modeling. This inspired the beginning 
of her very successful career in leatherwork. She has always been open to the challenge 
of new methods and different forms seen in the fine arts. She senses “originality and 
movement” in the work and design process of carvers like James Jackson. Michiko teaches 
classes on “Japanese leather craft styles and techniques” in her Nishi Tokyo City studio.” 
Michiko is the recipient of the prestigious Al Stohlman Award for Excellence in Leather 
Craft in 2021.

まつだみちこ氏はインテリアデザインを専攻していた大学在学時、家具の展示会で、クラフトが施された革がチ ェ スト

にインレイされているのを目にした際に、“温かな印象”を感じました。彼女にと っ て、素材の表情と印象は非常に重要でし

た。革を始めた頃、レザーカービングの基礎をエル·ゴメ氏から学び、革のロウケツ染め技法を菊池晄雄氏から学びました。

そして、ロウケツ染めと立体造形に強い興味を抱くようになりました。このことが、彼女の輝かしいレザ ー ワ ー クのキ ャ

リアが始まるき っ かけとなりました。彼女はいつでも分野の違う芸術や新たなメソ ッ ドに積極的に目を向けています。彼

女はジ ェー ムズ·ジ ャ クソンのようなカ ー ヴ ァー の作品やデザイン過程に“独自性と躍動感”を感じと っ ています。彼女

は西東京市の自身の工房で、「日本のレザ ー クラフトスタイルと技法」の教室を運営しています。レザ ー クラフトの功績を

讃える、栄誉あるアル·スト ー ルマンアワ ー ドの2021年の受賞者です。

“I was fascinated by the leather while I was at Art College and since then I have been 
working earnestly with leather craft. I liked traditional Japanese culture and wanted to 
fuse traditional art from the time I started leather crafting. It was wax dyeing (Batik work 
on leather) that was perfect for my thoughts. As a result of studying the leather wax 
dyeing (Batik) technique that has been around for a long time, through trial and error it’s 
become part of my work now. At the same time, we wanted to create three-dimensional 
modelling using the plasticity of leather. It is inspired by the bronze ware that I saw at the 
Bronze Ware Exhibition in China and started to make it, which led to my current three-
dimensional modelling. I would like to continue to create works that take in the beauty of 
Japan.”

「美術大学に在学中に出会 っ た革に魅せられ、それからレザ ー クラフト一筋でや っ て来ました。日本の伝統的文化が好

きでレザ ー クラフトを始めた頃から、伝統的美術を融合したいと思 っ ていました。私の思いにぴ っ たりだ っ たのがろう

けつ染めです。昔からあ っ た革ろうけつ染技法を勉強し、自分なりに試行錯誤をした結果、今の作品にな っ ています。また

同時に革の可塑性を使 っ た立体造形を作りたいと考えてきました。中国の青銅器展で見た青銅器に刺激され作り始めた

のが現在の立体造形につなが っ ています。これからも日本の美を取り入れた作品を作 っ ていきたいと思 っ ています。」

40
MLC.indb   40 2021/12/23   15:52



Leather panel  by MICHIKO MATSUDA   sponsored by Amanda Hennessy & Robert Beard   作 ： まつだ  みちこ ／ 協賛 ： アマンダ·ヘネシ ー ＆ロバ ー ト·ベア ー ド

Michiko Matsuda designs and creates leatherwork with a certain 
eloquence. Her modeled works and leather carvings are precise 
and skillfully embrace the material. In this charming leather panel, 
the subtle colors and character of her carving reveal her talent to 
bring heartfelt thoughts to fruition. In much of Michiko’s work, 
the creative process has been enhanced by her mastery of batik 
dyeing on leather.  Her art reveals a clarity of intention that is a trait 
of traditional Japanese culture. She enjoys creating work without 
adhering to any particular style or method. Michiko’s carefully 
layered dyeing process enhances the panel, while graceful lines 
and natural shapes reflect her personal and cultural preferences.

まつだみちこ氏は、確かな表現力で革作品のデザインと創作を行 っ ています。彼女の造

形作品とカ ー ビングは、素材を正確に巧みに生かしています。この魅力的なレザ ー パネル

では、カ ー ビングの繊細な色彩と特徴が、心の想いを形にする彼女の才能を明らかにして

います。まつだ氏の作品の多くは、彼女の熟練の皮革ろうけつ染め技術により、創作プロセ

スが高められています。彼女の芸術作品は、日本の伝統文化の特色が明確な意図で表現さ

れています。彼女は特定のスタイルや方法にこだわらず、作品を作ることを楽しんでいま

す。まつだ氏の丁寧に何回も染め重ねる染色技法はパネルを引き立て、同時に優雅な線や

自然な形は彼女の個人的、文化的嗜好を反映しています。
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RICK BEAN   リック·ビーン

Rick Bean’s love of drawing has been with him all his life. As a youngster, Rick began 
his career working with the Penny family who were his neighbors. Gary Penny helped the 
15-year-old Bean to build his first saddle. At that early age, and after that experience, Rick 
decided he would pursue saddle making as a life-long career. Rick approaches saddlery 
as an art form. His boundless imagination and artistic skills give him a freedom to explore 
many possible directions. The variety and complexity of his work is astonishing. He has 
a saddle shop in Meridian, Idaho, and is a member of the prestigious Traditional Cowboy 
Artists Association.

リ ッ ク·ビ ー ンは大好きなスケ ッ チと共に人生を歩んできました。若い頃、隣人であ っ たペニ ー 一家と働くことでリ ッ

クのキ ャ リアが始まり、15歳の時にゲイリ ー ·ペニ ー の指導で最初のサドルを作りました。その若い頃の経験後、リ ッ ク

は生涯の職業としてサドル作りを追求することを決めました。リ ッ クはサドル製作を一つの芸術形式としてアプロ ー チ

しています。彼の無限な想像力と芸術的技能は、多くの可能性を探求する自由をもたらしています。彼の作品の多様性と複

雑さは驚くべきものです。アイダホ州メリデ ィ アンにサドルシ ョッ プを構え、かの有名なトラデ ィ シ ョ ナル·カウボ ー イ

·ア ー テ ィ スト協会のメンバ ー です。

“When I study other peoples’ floral carvings, I notice my 
work is maybe more simple, less this and that. I’m probably 
better known for my figure carving, which requires extreme 
precision, putting the two together on a saddle….it just doesn’t 
get any better than that!”

「他の人のフロ ー ラル·カ ー ビングを研究すると、私の作品はあれやこれやを少な

くすれば多分も っ とシンプルになるだろうと気が付きます。私はおそらく非常に高

い精度を必要とするフ ィ ギ ュ アカ ー ビングで知られていますが、その2つをサドル

にまとめれば……、それ以上良くなることはありません！」
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Leather panel  by RICK BEAN   sponsored by Dan & Kathy Riggs   作 ： リ ッ ク·ビ ー ン ／ 協賛 ： ダン＆キ ャ シ ー ·リグズ

Rick Bean is an accomplished saddlemaker with a lot of 
imagination and independence. His work is hard to categorize 
because each saddle or item he builds seems to have a new 
theme. In this leather panel the background surrounding the 
sun flowers has been cut out (filigreed) allowing the bright color 
underneath to complement and give beautiful contrast. The floral 
grouping is then surrounded by decorative cuts which add more 
movement and focus to the twisting stems and flowers in the 
center. It has been said that Rick’s work has a “lyrical” quality - 
it gives us a sense of very personal artistic and heartfelt choices. 
This is leatherwork becoming fine art.

リ ッ ク·ビ ー ンは、想像力と独創性に富んだ熟練のサドルメ ー カ ー です。彼が作るサド

ルやアイテムはそれぞれが新しいテ ー マを持 っ ているように見えるため、彼の作品をカ

テゴライズするのは困難です。このレザ ー パネルでは、ひまわりを取り巻く背景が切り抜

かれ（フ ィ リグリ ー され）、下の明るい色が補色となり、美しいコントラストを生み出して

います。そして群生するフラワ ー は、中央部のねじれた茎とフラワ ー に、より多くの動き

と着眼点を付加するデコレ ー シ ョ ンカ ッ トに囲まれています。リ ッ クの作品は「叙情的

な」質を持 っ ていると言われてきました。それはとても個性的で芸術的かつ心のこも っ た

逸品である事を感じさせます。 これはレザ ー ワ ー クが芸術になりつつある事を示して

います。
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RYUICHI KIMURA   木村  竜一

Ryuichi Kimura began researching leather craft when building a bag for his wife. He was 
impressed with the work of Japanese leather carvers Taka Otsuka and Seiichi Koyashiki. 
Studying the work of these fine craftsmen led him to “Sheridan Style” carving and 
exposure to the work of many American leatherworkers. With passion and profound 
curiosity, he began gathering tools and learning the methods to achieve a high level of 
carving and design skills. Ryuichi’s leather carving is wonderfully fluid and very dynamic. 
He is currently doing custom work out of Togane City, Japan.

木村竜一氏は妻へ贈るバッグの製作がきっかけでレザークラフトの情報を調べ始めました。そして日本のカーヴァー、

大塚孝幸氏と小屋敷清一氏の作品に感銘を受けました。こうした優れたクラフトマンの作品作りを学んだ事が“シ ェ リダ

ンスタイル”へと繋がり、そして多くのアメリカンレザ ー ワ ー カ ー たちの作品に辿り着きました。ハイレベルなカ ー ビン

グとデザインスキルを身につけるために、彼は強い情熱と並外れた好奇心を持 っ て工具を求め、技法を学びました。彼の

カ ー ビングには素晴らしい流れがあり、非常にダイナミ ッ クです。彼は現在、日本の千葉県東金市でカスタム品の制作を

手掛けています。

“What I pay attention about when working with leather is not only "the mind 
to make good things", but also trying to become a craft-man who can continue 
to make the things that are required so as not to become a manufacturing 
of complacency only. My driving force for leather is ‘curiosity’. I think I have 
a strong feeling about carving in particular. A technique called carving that 
enables various expressions. I am always curious and want to explore new 
expressions without forgetting my gratitude for the leather material born from 
living things.”

「私が革仕事をするにあたり気をつけている事は、『良い物を作ろうとする心』はもちろんですが、自己満

足だけのものづくりにならないよう、求められる物を作り続けられるクラフツマンになれるよう心掛けて

いる事です。そして、私の革に対する原動力は、『好奇心』です。特にカ ー ビングに対してのその気持ちは強

いと思 っ ています。さまざまな表現を可能にしてくれるカ ー ビングという技法。常に好奇心を持ち、生き

物から生まれた革という素材に感謝の念を忘れず、新たな表現を模索して行きたいと考えています。」
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Leather panel  by  RYUICHI KIMURA   sponsored by SEIWA Corporation  作 ： 木村  竜一 ／ 協賛 ： 株式会社 誠和

This precisely balanced carving of domestic roses by Ryuichi 
Kimura, demonstrates his ability to create a dramatic flowing 
motion with an underlying symmetric structure. Notice the roses 
are twisted inward toward the center of the circles. Like winding 
up a spring, this swirling of stems from the inside to the outside 
of the circle creates maximum tension and movement. This is 
a dominant feature of the finest “Sheridan Style” carving. The 
clarity and definition of his swivel knife and beveling tools show 
great confidence and skill. The smooth flower petals and stems, in 
deep contrast to the dark background, intensify this dramatic and 
complex image.

この正確にバランスのとれた木村竜一氏のバラのカ ー ビングは、対称構造を基礎とし

てドラマチ ッ クに流れる動きを創り出す彼の能力を示しています バラたちが中心の円に

向か っ て内側に巻き込まれていることに注目してください。まるでバネを巻き上げるか

のような、この円の内側から外側へ向かう茎の渦巻きが、最大の緊張感と躍動感を生み出

しています。これは素晴らしい「シ ェ リダンスタイル」カ ー ビングの主要な特徴です。彼

の明瞭かつ鮮明なス ー ベルナイフカ ッ トとベベラの打刻は、大きな自信と技能を示して

います。暗い背景と大いに対照的なスム ー スの花びらと茎は、このドラマチ ッ クで複雑な

イメ ー ジをさらに強調しています。
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WAYNE HAPE   ウェイン·へイプ

Wayne Hape was raised on a traditional cattle ranch near Sheridan, Wyoming. This 
is where his father, Chester Hape, established his shop and combined ranch work with 
building saddles. Wayne began apprenticing with Chester at an early age, honing his 
saddle making and leather carving skills. He enjoyed the artistic aspect of the process 
and developed his own stamping style. Wayne has traveled to many places in the Rocky 
Mountain West, to California, Alaska, Canada, New York and parts of Europe. As Wayne 
traveled, he toted his chest of tools, creating leatherwork and honing his considerable skills 
along the way. Now, with a saddle shop in Sheridan, he dedicates his efforts and time to 
designing and carving imaginative leatherwork.

ウ ェ イン·ヘイプはワイオミング州シ ェ リダン近隣の由緒ある牛の牧場で育ちました。そこは父親のチ ェ スタ ー ·ヘイ

プが工房を開業し、牧場運営とサドルメ ー カ ー 組み合わせた所です。幼い頃からウ ェ インはチ ェ スタ ー の下で見習いを

始め、サドル作りとレザ ー カ ー ビングの技能を磨きました。彼は製作工程の芸術的側面を楽しみ、彼自身のカ ー ビングス

タイルを開発しました。ウェインはロッキーマウンテン西部の多くの地域、カリフォルニア、アラスカ、カナダ、ニューヨー

ク、そしてヨ ー ロ ッ パの一部に旅行しました。旅先に自身の工具箱を持参し、革製品を作り、旅先でかなりの技能を磨きま

した。現在はシ ェ リダンのサドル工房で、想像力豊かな革製品のデザインとカ ー ビングに時間と努力を捧げています。

“As my carving evolves, it is my goal to keep it rooted in the traditions of the past while 
creating my own unique style. It is wonderful to see how much this folk art of the West has 
been embraced by artists around the world and has grown in directions I never imagined. It is 
an honor to be part of this exhibition.”

「私のカ ー ビングが進化する中で、自分のユニ ー クなスタイルを創作しながら、過去の伝統に根ざし続けることが私の目標で

す。ウエスタンのこの民芸品が世界中のア ー テ ィ ストに受け入れられ、想像もしなか っ た方向に成長したのを目の当たりにす

ることは、とても素晴らしい事です。この展覧会に参加できて光栄です」
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Leather panel  by WAYNE HAPE   sponsored by Akiko Okada   作 ： ウ ェ イン·へイプ　協賛 ： 岡田  明子

Wayne Hape designed this beautiful spiral imagery, mixing 
various stylized flowers with figure carving. The flowers and long 
tight stem curls are a result of his exposure to the “Sheridan style” 
of carving throughout his life. His swivel knife cutting and beveling 
are crisp and clear. Working with his father, master saddlemaker 
Chester Hape, he was exposed to fine carving at an early age. This 
very lively and complex design reflects his creative imagination 
and his own stylistic direction. The swirls and curls harmonize. 
There is a musical quality in Wayne’s leather work. He has 
developed many free-form circles giving counter point to the large 
swirl. The tightly woven stem design creates movement and visual 
energy. His flowers resonate, bounce and flow through this space 
in a lyrical way, like musical notes developing toward a crescendo. 
This metaphor may not be surprising since Wayne is also a fine 
musician.

ウ ェ イン·ヘイプは、様 々 な形のフラワ ー とフ ィ ギ ュ アカ ー ビングをミ ッ クスしてこ

の美しいらせん状の作品をデザインしました。フラワ ー と、長くてきついカ ー ルの茎は、

彼が生涯を通して「シ ェ リダンスタイル」カ ー ビングに触れてきた結果です。彼のス ー ベ

ルナイフカ ッ トとベベリングはく っ きりと鮮明です。父親のマスタ ー サドルメ ー カ ー、

チ ェ スタ ー ·ヘイプと共に働くことで、彼は若い頃から優れたカ ー ビングに触れてきまし

た。この非常に活気に満ちた複雑なデザインは、彼の創造的なイマジネ ー シ ョ ンと自身の

作風の方向性を反映しています。渦巻きとカ ー ルが調和しています。ウ ェ インの作品に

は音楽性があります。彼は大きな渦巻きに対して対位旋律を成す多くの自由な形の円を創

り出しました。ぎ っ しりと編み込まれた茎のデザインは、躍動感と視覚エネルギ ー を生み

出しています。彼の花は、クレ ッ シ ェ ンドで徐 々 に盛り上がる楽譜のように、叙情的にこ

の空間で共鳴し、跳ね、そして流れてゆきます。ウ ェ インは素晴らしいミ ュー ジシ ャ ンで

もあるので、この比喩は驚くべきことではないでし ょ う。
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TAKASHI KATSUMURA   勝村  岳

By chance, Takashi Katsumura viewed an article on leather carving in a magazine and 
found the work intriguing. His curiosity in leather working and the designing process led 
to his participation in a seminar taught by Taka Otsuka whose work he admired greatly. 
Takashi sensed the beauty and vitality of line that flow from his instructor’s work. He 
also studied the leather carving of James Jackson, noting the “balance and harmony in 
irregularity.” It did not take long for his skillful hands and imagination to build beautiful 
items out of leather. Takashi’s leatherwork is well-defined, with precise carving and 
tooling. Being very creative, he has introduced ovals instead of circles as a dynamic design 
element. He enjoys the process when investigating new designs, building new tools and 
pushing his skills. Recently, he opened his leather shop in Natori City, Japan, where he 
creates custom work and teaches.

勝村岳氏は雑誌のレザ ー カ ー ビングに関する記事を偶然目にし、興味を持ちました。レザ ー ワ ー クやそのデザインプ

ロセスへの好奇心は、彼が深く尊敬している大塚氏の講習会への参加へと繋がりました。彼は大塚氏の作品から、溢れ出る

美しさや生命力を感じました。ジム·ジ ャ クソンのカ ー ビングも研究し、不規則性の中の均衡や調和に着目しました。彼の

器用な手が革で美しい作品を作り出すようになるまで長い時間はかかりませんでした。彼の作品は精密なカ ー ビングと

細工で正確に仕上げられています。従来の円を用いる代わりにダイナミ ッ クなデザイン要素として楕円を用いている点

が、非常に独創的です。彼は新たなデザインを研究したり、工具を作製したり、技術を高めたりすることを楽しんでいます。

彼は数年前に宮城県名取市に革工房を開き、そこでカスタム品の制作や指導を行 っ ています。

“I liked machines, motorcycles, cars, etc. They are made very complex, but there is not 
a one pointless part, and I feel that it is a very beautiful design. My creation starts with 
design. Even if the rough shape is decided, I think about the shape of each part and 
whether it is or not until I can convince myself. I look for things that I can convince myself 
about the leather, materials, bonds and tools.  If I can’t find what I need to use, I create it. I 
always make things with the importance that I can always be convinced.”

「私は、機械·バイク·自動車などが好きでした。これらは非常に複雑に作られていますが、無意味な部品は1つもなく、とて

も美しい設計だと感じます。私の物作りは設計から始まります。大まかな形が決ま っ ていたとしても、パ ー ツ1つ1つの形

状や有無など、自分自身で納得できるまで考えます。使う革や素材、ボンドや工具なども自分で納得できる物を探し、見つ

からなければ自分で作ります。自分自身が常に納得できることを大切に、物作りをしています。」
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Leather panel  by TAKASHI KATSUMURA   sponsored by Craft & Co.,Ltd.  作 ： 勝村  岳 ／ 協賛 ： 株式会社 クラフト社

This beautifully carved and tooled floral panel by Takashi 
Katsumura introduces interlocking ovals underlying the structural 
design. These ovals create an undulating dynamic and movement 
slightly different from the more traditional “Sheridan Style” 
carving. The flower and stem carving is smooth, clean and precise 
while the dyeing, antiquing and finishing give clear definition and 
contrast to the presentation. The variety of flowers, buds and curls 
complete the virtuosity of the composition. It is a joy to let your 
eyes wonder across the continuous spirals and curious overlapping 
in this maze of flora and stem work. Takashi’s refinement of the 
style he creates makes it distinct, intriguing and recognizable as 
his own.

この美しいカ ー ビングが施された勝村岳氏のフラワ ー のパネルは、デザイン構築の基

本要素として、絡まり合う楕円を導入しています。これらの楕円が伝統的「シ ェ リダンス

タイル」とは若干異なる、起伏のあるダイナミ ッ クな動きを作り出しています。フラワ ー

と茎のカ ー ビングは滑らかで鮮明かつ精密であり、染色、アンテ ィー ク、そして最終仕上

げは、作品に明確な輪郭とコントラストを付与しています。さまざまなフラワ ー、蕾、カ ー

ルが、構図の妙技を完全なものにしています。このフラワ ー と茎の迷路の中で、連続する

らせんと興味深いオ ー バ ー ラ ッ プを四方八方へと目で追うのは楽しいことです。勝村氏

の創作する洗練されたスタイルは個性的で興味深く、彼の独自のものと認識できます。
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LEFTY MIKUNI   レフティ  三国

Lefty Mikuni was drawn into the leather trade by his intense interest in “cowboys and 
their way of life.” He developed this fascination even though, as a young man, he made 
his living as a crew member working on an international cargo ship traveling to North 
America and Australia. After a holiday in Osaka, he visited a western wear business called 
“Funny”. This encounter inspired him and he began to seriously take up the hobby of 
leather craft. He acquired knowledge and methods from Tandy Company manuals. Lefty 
is basically self taught, but has studied leatherwork by Don King, Chester Hape and Gary 
Gist. He gives these men much credit for his inspiration. Lefty loves handmade tools 
and has made many trips to the USA acquiring tools for his shop in Masuda, Japan. His 
western shop invites you to a warm, festive atmosphere - it makes you feel like you are 
in Wyoming. The great quality and quantity of his leather carving is an example of many 
years of dedication to his craft. Lefty’s inspiring leatherwork is recognized as being a major 
influence on many of the leatherworkers and carvers in Japan.

レフテ ィ 見国氏は“カウボ ー イとその生き方”に強い興味を持ち、革業界へ引き込まれて行きました。若い頃、北アメリ

カやオ ー ストラリアに航行する貨物船で働く乗組員として生計を立てながら、このカウボ ー イへの憧れを育みました。大

阪での休暇中にウエスタンウ ェ アを取り扱うフ ァ ニ ー 社を訪れ、そこから彼は真剣にレザ ー クラフトを趣味として取り

組み始めました。知識やメソッドはタンディ社の教本から身につけました。彼は基本的に“独学”ですが、ドン·キングやチェ

スタ ー ·ヘイプ、ゲ ー リ ー ·ギストの作品も研究し、これらの職人から多大な影響を受けたと自認しています。彼はハンド

メイドの工具を愛し、島根県益田市にある自身の店舗のための工具を求め、アメリカに何度も足を運んでいます。彼のウエ

スタンシ ョッ プは温かく陽気な雰囲気に満ち、来訪者をまるでワイオミングにいるかのような気分にします。上質かつ膨

大な量のカ ー ビングは、彼の物作りに対する長年の情熱を表しています。レフテ ィ の感動的なレザ ー ワ ー クは、日本の多

くのレザ ー ワ ー カ ー とカ ー ヴ ァー に大きな影響を与えたと認識されています。

“As I grew up admiring cowboys because of the Westerns I saw when I was 
little, I also became interested in cowboy’s culture and fashion. I was particularly 
interested in their belongings and accessories. And I wanted to make something 
like that I said. Among them, their leather goods were No.1 that I wanted to 
make the most. And as I ordered and studied various materials, I began to 
interpret cowboy crafts as a wonderful thing that was practical but also well-
used as an art work, and now I want to study more so that I can get a little closer 
to it. I try and test every day while dreaming of the old cowboy who made it by 
themselves from the tools.”

「小さい時に見た西部劇の影響でカウボ ー イに憧れ成長するにつれてカウボ ー イの文化·フ ァッ シ ョ ンに

も興味を持ち始めました。特にその持ち物に興味が湧いてきました。そしてそう言うものを自分でも作 っ て

みたくなりました。その中でも革製品は自分の中でも一番作りたいものでした。そして色 々 な資料を取り寄

せて勉強していくうちにカウボ ー イの工芸品が実用的でありながら芸術品としても充分に通用する素晴ら

しい物だと自分なりに解釈するようになり、今はそれに少しでも近づくようにも っ と勉強したいと思 っ て

います。工具から自分で作 っ ていた昔のカウボ ー イに夢を抱きながら日 々 試行錯誤しています。」
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Leather panel  by LEFTY MIKUNI   sponsored by Hermann Oak Leather  作 ： レフテ ィ  三国 ／ 協賛 ： ハ ー マンオ ー クレザ ー

This very creative depiction of the Wyoming State Flag by Lefty 
Mikuni demonstrates the dedication and love of a man for his 
craft and it’s connection to the cowboy way of life. The many 
flowers that make up the buffalo silhouette and the surrounding 
field were inspired by early “Sheridan Style” carving. The character 
of Lefty’s work gives a charming and heartfelt expression of his 
connection to the West. The sea of spirals, flowers and leaves 
with their undulating repetition radiate out from the central figure, 
mimicking sunshine bouncing off a majestic bison on the high 
plains of Wyoming.

レフテ ィ 見国氏によるワイオミング州旗のこの非常に創造的な描写は、一人の男のク

ラフトへの献身と愛を示しており、そしてそれはカウボ ー イの生き様に通じるものでも

あります。バ ッ フ ァ ロ ー のシルエ ッ トとその周辺を構成する多くのフラワ ー は、初期の

「シ ェ リダンスタイル」カ ー ビングに影響されています。レフテ ィ の作品の特徴は、彼の

西部とのつながりを魅力的に心を込めて表現している事です。波打ちを繰り返す渦巻き、

フラワ ー、葉の海が中央のフ ィ ギ ュ アから放射状に広がり、ワイオミングの高原で雄大な

バイソンに跳ね返る太陽の光を表現しています。
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KEITH SEIDEL   キース·サイデル

As saddle maker and craftsman, Keith Seidel builds saddles, briefcases, belts, holsters 
and many other specialty items at his historic downtown Cody,Wyoming, leather shop.
Keith began his working career as a young boy helping his family raise and train Morgan 
horses, spending many hours on horseback. This experience forged the understanding 
of saddle fitting, function and balance.  He was privileged to work with many prestigious 
saddle makers, developing his skills and techniques. With a deep commitment to fine 
craftsmanship, he believes there is pure poetry when both function and beauty can exist 
simultaneously. Keith has taught saddle making classes and apprenticed saddle makers at 
the Buffalo Bill Centre of the West, as well as his own shop in Cody, Wyoming. Keith was 
awarded the 2018 Wyoming Governor's Arts Award, and in 2012, the Saddle Maker of the 
Year award by Academy of Western Artists.

サドルメーカーで革職人のキース·ザイデルは、ワイオミング州の歴史的な街コディの工房で、サドル、ブリーフケース、

ベルト、ホルスター、その他多くの特性アイテムを製造しています。キースのレザーワークのキャリアは子供の頃から始

まっており、家族がモーガン馬を育成、調教するのを手伝い、馬の上で長時間を過ごしました。この経験により、サドルの

馬へのフィッティング、機能性、バランスを理解する事が出来ました。彼は多くの著名なサドルメーカーと仕事をする機

会に恵まれ、それが彼にスキルと技術の向上をもたらしました。優れた職人技への強い献身を以って、彼は機能と美が同

時に存在しうる時、そこには純粋な詩情が生じると信じています。彼はワイオミング州コディの自身の工房だけでなく、

西部バッファロービルセンターでも見習い中のサドルメーカーたちにサドル制作を指導してきました。キースは2018

年ワイオミング州知事芸術賞を受賞し、2012年にはウエスタン·アーティストアカデミーのサドルメーカー·オブ·ザ·イヤー

賞を受賞しました。

“My work in saddle making takes on a traditional and historical view. It pays homage 
to fine vintage saddles and to the Cowboys and vaqueros who made their living on 
horseback, who saw their saddles as extension of their personalities. I use materials 
- vegetable tanned cowhide - cut it, shape it, and carve it, using century old tools of 
the trade. All of my leatherwork, whether it is a saddle, belt, briefcase, or bridle, are all 
functional and the quality of construction and decoration elevates them to artwork.”

「私のサドル作品は伝統と歴史の視点を表現しています。素晴らしいヴィンテージ·サドルと、当時、サドルを自身の個

性の延長と考えて馬に乗ることで生計を立てていたカウボーイやバケーロ（古いスタイルのワーキングカウボーイ）に

敬意を表しています。私は植物タンニン鞣しの牛革を材料として、ひと世紀近く昔の工具を使用し、裁断、成型、カービン

グを施します。サドル、ベルト、ブリーフケース、馬勒（馬具の一種）など、私の革製品はすべて機能的であり、仕様や装飾の

質の高さはそれらを芸術作品へと引き上げます。」
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Leather panel  by KEITH SEIDEL   sponsored by Lefty’s Leather Craft  作 ： キ ー ス·サイデル　協賛 ： レフテ ィー ズ·レザ ー クラフト

There is a strong western character to Keith Seidel’s work. The 
tooling on this panel is very much like the tooling on his extremely 
well-built saddles. His floral designs are fundamentally based on 
“Sheridan Style,” although, over time he has incorporated subtle 
carving elements from other styles in order to give more strength 
to his own creative tendencies. The “flow” or visual movement of 
this pattern results from the strong circular stems and the inward 
turn of the flowers. The character of the carving can be found 
in the particular stylization of the flowers, leaves and tooling 
techniques. Keith’s floral imagery always presents itself well on 
the swells, fenders and saddle skirts. “Tradition” is designed into 
every Seidel saddle.

キ ー ス·サイデルの作品には強いウエスタンの特徴が見て取れます。このパネルのカ ー

ビングは、彼の非常に良質に仕立てたサドルに施されるカ ー ビングに実によく似ていま

す。彼のフロ ー ラルデザインは基本的に「シ ェ リダンスタイル」に基づいていますが、時

が経つにつれ、自身の創造的な傾向をより力強く表現する為に、他のスタイルから得た

カ ー ビング要素を微妙に組み込んでいます。この模様の「流れ」または視覚的な動きは、力

強い円形の茎と内側へ回転する花から生じています。この作品の特徴は、フラワ ー と葉の

独特な様式化や、カ ー ビングのテクニ ッ クに見てとれます。キ ー スのフラワ ー のイメ ー

ジはいつも、サドルのスウ ェ ル、フ ェ ンダ ー、スカ ー ト（※全てサドルのパ ー ツ名）上によ

く表れています。「伝統」は、全てのサイデルサドルの中にデザインとして息づいています。
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KOICHIRO OYAMA   大山  耕一郎

At an early age, Koichiro Oyama apprenticed with Taka Otsuka. He was inspired by the 
methods used to create fine leatherwork and the carving and tooling process. Motivated 
by Mr. Otsuka’s exquisite carving, Koichiro quickly developed technical skills and began 
striving for excellence in his own work. He studied works by Don Butler, Jim Jackson, 
and Ray Pohja. Over the years, his work has developed a smooth and beautiful flow and 
presentation. He enjoys showing his originality, not only in the carving of leather, but also 
in the object’s construction. When you look at his leatherwork, you sense his focus on 
detail and precision. He loves challenging projects and new ideas. In 2010, Koichiro opened 
his custom leather shop in Ota City, Japan, where you will discover his unique and original 
designs.

若い頃、大山耕一郎氏は大塚孝幸氏に弟子入りしました。彼は美しい作品を創作するメソ ッ ドとカ ー ビングの工程に感

銘を受けました。大塚氏の優れたカ ー ビングに刺激を受け、彼は急速に技術的スキルを身につけ、自身の作品を高めるべ

く努力しました。また、ドン·バトラ ー やジム·ジ ャ クソン、レイ·ポウヤの作品も研究しました。何年にも渡 っ て、彼の作品

はなめらかで美しい流れと魅力を発するものに進化しています。彼はカ ー ビングだけではなく、作品の仕立てでも自身の

オリジナリテ ィ を表現することを楽しんでいます。彼の作品を目にすると、細部へのこだわりや精密さを感じ取ることが

できます。彼は課題へのチ ャ レンジや新しいアイデアが大好きなのです。2010年、日本の群馬県太田市に自身のカスタム

レザ ー 工房を開き、そこで独特でオリジナリテ ィ 溢れる作品を手掛けています。

“My leather work is made of experience and creativity. I live every day fully aware 
of it and conscious of it. The common idea in carving designs and work is that you 
go through your own filters. I keep in mind flexible thinking that is not bound by 
stereotypes and preconceptions, and I'm conscious of not having preconceptions. As I 
gain experiences my thinking tends to be complicated, so I keep it simple. Now, rather 
than technique and knowledge, I’m aiming to create works that make use of the charm 
of leather itself.”

「私の革仕事は、今までの経験と創造力で出来ています。それを自覚し、意識して日 々 生活しています。カ ー ビング

の図案や作品つくりで共通している考えは、自分のフ ィ ルタ ー を通 っ ていることです。固定観念や既成概念に囚われ

ない柔軟な考えを心がけ、先入観を持たないように意識しています。経験を積んでいくと、どうしても思考が複雑にな

りがちなので、シンプルにするように心掛けています。今現在は技術や知識よりも、革そのものの魅力を活かす作品つ

くりを目指しています。」
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Leather panel  by KOICHIRO OYAMA / sponsored by Kyoshin Elle & Co.,Ltd.  作 ： 大山  耕一郎　協賛 ： 株式会社 協進エル

This very dynamic panel by Koichiro Oyama is a wonderful 
example of work done by an extremely talented leather carver 
and craftsman who is constantly exploring new paths of creativity.
Much of Koichiro’s original work would be considered more in line 
with “Sheridan Style” carving. This was due to his early training 
working with Taka Otsuka. And though this earlier carving and 
tooling was exquisite and masterfully done, Koichiro’s desire to 
explore new and different stylistic possibilities has shaped his 
more recent leather designs. In this wonderfully insightful leather 
panel, the large flowers and stems flow across the leather panel as 
waves in water. The dynamic character is created with repeating 
swirls and massive stems that are deeply textured. This approach 
to carving and stamping is very similar to the “Arizona style” of 
carving - developed in Arizona, Texas and regions of California in 
the early part of the 20th century. Koichiro’s imaginative carving 

and tooling techniques are skillfully conveyed as he applies his 
own unique characteristics to this panel.

大山耕一郎氏のこの非常にダイナミ ッ クなパネルは、常に新たな創造の道を模索する

極めて才能あるレザーカーヴァー、職人によって製作された素晴らしい作品の一例です。

大山氏の元 々 の作品の多くは、「シ ェ リダンスタイル」のカ ー ビング技法に沿 っ たものと

認識できます。これは、彼の初期段階のトレ ー ニングがタカ大塚によるものだからです。

そして、この初期のカ ー ビングも非常に美しく見事な完成度でしたが、新しい違 っ たスタ

イルの可能性を探求したいという大山氏の願望が、彼の最近のデザインを形成しました。

この素晴らしく洞察に満ちたレザ ー パネルでは、大きなフラワ ー と茎が波のようにパネ

ルを横切 っ て流れます。ダイナミ ッ クな特徴は、深く刻まれたど っ しりとした茎と、渦巻

きの繰り返しによ っ て生み出されています。カ ー ビングと打刻でのこのアプロ ー チは、

20世紀初頭にアリゾナ州、テキサス州、カリフ ォ ルニア州の地域で発達した「アリゾナス

タイル」カ ー ビングに非常によく似ています。このパネルには彼独自の特徴が生かされ、

大山氏の想像力豊かなカ ー ビング技術を見事に伝えています。
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Barry King   バリー·キング

Barry King's introduction to leather work began in his family business, King's Saddlery. 
He started doing strap work and leather carving in this shop at age 14. Early recognition 
of his leather work and carving talents was noticed when Barry received a Scholarship 
from Tandy Leather, as well as the Ann Stohlman Award. Barry had an opportunity to 
work with Bruce and John King, as well as Jim Jackson. His grandfather, Don King, also 
had influential words of advice. Because of his association with these leather workers, he 
was able to develop his skills quickly. In those early years he also became a fine machinist. 
He attended Sheridan College and was trained in Machine Tool Technology. He began 
manufacturing leather carving and stamping tools while working full time at King's. In 
more recent years, he has developed his own tool manufacturing business where he 
produces fine professional stamping tools every year. He also teaches leather work classes 
around the world as well as commissioned work.

バリー·キングがレザーワークを始めるきっかけとなったのは、家業であるキングズ·サドラリーです。14歳の時にこ

の店でストラップワークとレザーカービングを始めました。タンディ·レザーから奨学金とアン·ストールマン賞を受

賞したことで、バリーのレザーワークとカービングの才能は一早く注目を集めました。バリーはブルース、ジョン·キング、

ジム·ジャクソンと一緒に働く機会もあり、また、祖父のドン·キングも影響力のある助言を彼に与えました。これらの革職

人達とのつながりにより、彼の技能は急速に向上しました。この頃、シェリダン·カレッジで工作機械技術の訓練を受け、

優秀な機械工にもなりました。彼は家業のキングズでフルタイムで働きつつ、カービングとスタンピングの刻印製造を始

めました。近年では、考え抜かれ洗練されたプロ用の刻印を毎年作り出す工具製造業を自身で起業しました。彼はまた、世

界中でレザーワークの指導とともに、委託業務も行っています。

“I have always enjoyed making functional items. Being able to create 
an item with a personal touch and making it a work of art gives me great 
satisfaction. I love making things with my hands, whether it be leather, 
metal or wood..”

「私は常に機能的なアイテムを作ることを楽しんできました。自分独自の感覚·方法で物を作り、そ

れを芸術作品に昇華することに大きな喜びを感じています。私は素材が革であれ金属であれ木であ

れ、自分の手でモノを作るのが大好きです。」
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Leather panel  by BARRY KING   sponsored by Craft & Co.,Ltd.  作 ： バリ ー ·キング　協賛 ： 株式会社 クラフト社

This panel presents a large variety of different flowers connected 
by stems flowing around tight circles. The continuous stem 
movement is characteristic of “Sheridan Style” carving and holds 
this grouping together. The repetition of similar sized flowers 
invites you to examine the subtle differences in each one. The 
tools used to create this panel are finely machined by the maker, 
Barry King. The character of the stamping tools used to sculpt and 
shape are paramount in determining the clarity and definition of 
the entire work. The bar grounding and dark mahogany dyeing 
give contrast and depth to the background.

このパネルは、ぎ っ しり詰ま っ た円の周りを流れる茎で繋がれた、多種多様なフラワ ー

を表現しています。連続的な茎の動きは「シ ェ リダンスタイル」のカ ー ビングの特徴で、

ひとつのグル ー プにまとめています。同じサイズのフラワ ー の繰り返しが、それぞれの微

妙な違いの考察に誘います。このパネルを製作するのに使用した工具は、メーカー、バリー

キングによ っ て精巧に機械加工されたものです。彫りとシ ェ イピングに使用する刻印の

特性は、作品全体の明瞭さと鮮明さ決定する上で最も重要です。バ ー グラウンダ ー の背景

とダ ー ク·マホガニ ー の染色は、背景にコントラストと深味を生み出しています。
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TAKESHI YONEZAWA   米澤  威

Takeshi “Yone” Yonezawa started working with leather in his small apartment room in 
Tokyo, Japan, in 2001. It was a hobby at first, but slowly became a passion and full-time 
profession. Leather is now the canvas of choice for his creativity; each leather product 
is created and treated as a functional art piece. Yone’s training includes years practicing 
traditional “Sheridan Style” tooling, two years of attending lesson taught by a hand-sewn 
bag maker, and an apprenticeship to a master specializing in exotic leather skins.  It was 
under this tutelage that he mastered the use of “skiving” leather and sewing machine 
finesse in order to refine and balance his craft. Yone moved to Portland Oregon, in 2014 
and founded YONEZAWA LEATHER, LLC. He regularly attends and competes in leather 
shows and enjoys judging and teaching seminars when not creating. His art pieces are 
displayed in galleries and shops in the USA and Japan.

米澤威氏は2001年、東京の小さなアパ ー トで革仕事を始めました。はじめは趣味でしたが、徐 々 にフルタイムの仕事へ

の情熱が芽生えます。今や革は彼の創造性を表現する選択肢としてのキ ャ ンバスであり、すべての革作品を機能的な芸術

品とみなし、創作しています。彼の修行時代は長年に渡る伝統的シ ェ リダンスタイルカ ー ビングの練習、鞄職人の元で2年

間の修行、エキゾチ ッ クレザ ー に特化した熟練職人への弟子入り、などから構成されています。こうした指導の元で、彼は

革の漉き、ミシンの扱いを習得し、自身の技術を洗練しバランスを整えてゆきました。2014年にオレゴン州ポ ー トランド

に移住し、“ヨネザワレザ ー ”を設立しました。彼は定期的にレザ ー シ ョ ウやコンテストに参加し、創作活動の合間には審

査員や講師を務める事を楽しんでいます。彼の芸術的作品は日米のギ ャ ラリ ー やシ ョッ プに展示されています。

“The word ‘craft’ is synonymous with the word ‘art’ as I believe in 
an underlying purpose to create something that connects and evokes 
emotion. I strive to create beautiful, functional products and I obsess each 
step of the process.  Turning flat pieces of leather into their final form, 
whether it is a wallet, bag or sculpture, brings joy.”

「工芸という言葉は、芸術という言葉に結びつくものだと考えています。私は、人の心とつながり、

感情に直接語りかるようなものを作れると信じて日 々 の作業に取り組んでいます。美しく機能的な

作品を作ることを目指しており、各工程を大切にしています。初めは平らな革を、財布や鞄、立体造形

などの最終的な形にする事に喜びを感じています。」

58
MLC.indb   58 2021/12/23   15:52



Leather panel  by TAKESHI YONEZAWA   sponsored by SEIWA Corporation  作 ： 米澤  威　協賛 ： 株式会社 誠和

This superb carving by Takeshi Yonezawa exemplifies his passion 
for excellence. Highly focused on every aspect of his work, he 
seems guided by a quest towards perfection. His floral leather 
carving began by studying “Sheridan Style” designs and carving 
methods. He soon went on to develop patterns that use the 
dynamic flowing qualities of that style, infusing his more personal 
and emotional imagery and shaping techniques. This leather panel 
gives a sense of flowers dancing - celebrating their blossoming. 
The “functional” objects he designs and constructs are constantly 
put to very high standards. The background work and refined 
beveling are executed with precision.

米澤威氏のこの見事なカ ー ビングは、彼の卓越性への情熱を示しています。彼は作品

のあらゆる側面に強い焦点を当て、完璧性の探求へと導かれているかのようです。彼のフ

ロ ー ラルカ ー ビングは、「シ ェ リダンスタイル」のデザインとカ ー ビングの技法を研究

することから始まりました。彼はすぐに、そのスタイルのダイナミ ッ クな流れの特色を使

う図案を開発し、彼独自の感情的なイメ ー ジと形成技術を作品へ注ぎ込みました。このレ

ザ ー パネルは、フラワ ー が踊り、開花を祝 っ ているかのような印象を与えてくれます。彼

がデザインし、構築する「機能的な」オブジ ェ は、常に非常に高い水準に置かれています。

バ ッ クグラウンドワ ー クと洗練されたベベリングは、正確に成し遂げられています。
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TAKA OTSUKA   大塚  孝幸

Taka Otsuka is one of the most talented and skilled leatherworkers in the world today. 
The exquisite work produced in his leather shop is unsurpassed. His carving and tooling 
is elegant and graceful. Taka has great knowledge of the Japanese leather industry, and 
his reputation as an instructor of all facets of leatherwork is inspirational. His career in 
leatherwork began with his interest in “Western” apparel. He studied work by Seiichi 
Koyashiki, chief instructor at Craft Company, Japan. He then traveled to America and 
spent several years working with Donald Brown of Brown’s Saddlery in Idaho, learning 
to build saddles.  He attended several seminars taught by Ray Pohja, Jim Jackson and 
Chuck Smith. He is inspired by the carving and techniques of Ray Holes, Chuck Stormes, 
Ken Griffin, Dale Harwood, John Visser, Chuck Smith, Bill Gardner, Chester Hape and 
Ray Pohja. He also has admiration for the work of Hiro Mizuta of Japan. Taka Otsuka’s 
leather carving and tooling draws from many different styles, but contains wonderful 
characteristics found only in his work.

大塚孝幸氏は現在、世界的に最も才能豊かで熟練したレザ ー ワ ー カ ー の一人です。彼の工房で生み出される美しい作

品は卓越しています。彼のカ ー ビングと装飾はエレガントで優美です。彼は日本のレザ ー クラフト業界に精通しており、

レザーワーク全般の指導者としての評価も得ています。ウエスタンウェアに興味を持った事から彼のレザーワークのキャ

リアが始まりました。クラフト社の主任講師である小屋敷清一氏の元で技術を学びました。その後アメリカに渡り、アイダ

ホ州ブラウンズサドラリ ー のドナルド·ブラウン氏に弟子入りし、数年間に渡 っ てサドル制作の修行をしました。レイ·ポ

ウヤ、ジム·ジ ャ クソン、チ ャッ ク·スミスが講師を務める、複数のセミナ ー にも参加しました。彼はレイ·ホ ー ルズ、チ ャッ

ク·スト ー ムズ、ケン·グリフ ィ ン、デ ー ル·ハ ー ウ ッ ド、ジ ョ ン·ヴ ィッ サ ー、チ ャッ ク·スミス、ビル·ガ ー ドナ ー、チ ェ ス

タ ー ·ヘイプ、レイ·ポウヤのカ ー ビングと技術に影響を受けました。また、日本の水田ヒロ氏の作品にも憧れを抱いていま

す。大塚氏はカ ー ビングに様 々 なスタイルを取り込んでいますが、彼の作品にしか見られない、魅力的な個性を発揮して

います。

“While I have long been not good at creating novel things, I have always 
been good at refining traditional and universal things to match the 
sensibilities of the times. Therefore, at first I was worried that I could not 
express myself with an original work and that I could only imitate things 
which had already reached their completion. But now I come to think it's 
my self-expression to pay deep gratitude and respect to my predecessor, 
to inherit tradition and to refine it more attractively without significantly 
changing it. I am proud to be a traditionalist and want to pass on the 
traditions cultivated by our predecessors to the next generation.”

「私は昔から斬新なものを創造するのが苦手な一方、伝統的で普遍的なものを時代の感性に合わせ

て洗練する事が好きで、得意でした。従 っ て、オリジナル性ある作品で自己表現ができず、完成に達

したモノの真似しかできない事に当初は悩んでいました。しかし今では、先人に深い感謝と敬意を払

い、伝統を継承し、それを大きく変化させることなく、しかしより魅力的に洗練するのが私の自己表

現なのだと思うようになりました。トラデ ィ シ ョ ナリストである事を誇りに思い、先人が培 っ てき

た伝統を次世代に継承してゆきたいと思 っ ています。」
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“Tribute for pioneer masters”  by TAKA OTSUKA   sponsored by Hermann Oak Leather   
パイオニアマスター達へのトリビュート　作 ： 大塚  孝幸　協賛 ： ハーマンオークレザー

This beautifully carved and very intricate leather panel by Taka 
Otsuka illustrates the historical knowledge and tooling skills of a 
master craftsman. The floral design enables us to compare some 
of the subtle differences in leather carving characteristics. Taka’s 
panel integrates three distinct tooling “styles” - Visalia (California), 
Sheridan (Wyoming) and Porter (Arizona). These leather carving 
styles were created years ago in the United States at locations 
indicated by the carved twisted stems on the illustrated map. It is 
a combination of three works of art in one image.  Most impressive 
is the masterful tooling technique. His confidence when working 
with his swivel knife and beveling tools, enables him to render each 
variety of flower in keeping with the style of carving. The shape 
and detail of each flower and the differences in the character of 
the stems are like three different voices singing in harmony from 
one style to another.

大塚孝幸氏の美しく彫られた非常に複雑なレザ ー パネルは、マスタ ー クラフトマンと

しての歴史の知識とカ ー ビングの技術を示しています。このフロ ー ラルデザインにより、

レザ ー カ ー ビングの微妙な特徴の違いを比較することができます。大塚氏のパネルは、

ヴ ァ イサリア（カリフ ォ ルニア州）、シ ェ リダン（ワイオミング州）、ポ ー タ ー（アリゾナ

州）の、３つの異なるカ ー ビング「スタイル」を統合しています。これらのレザ ー カ ー ビン

グスタイルは、アメリカのイラストマ ッ プ上に彫られた、束ねられた茎の先が示している

場所で何十年も前に誕生しました。1つのイメ ー ジに３つの芸術作品を組み合わせたもの

です。最も印象的なのは、熟練のカ ー ビング技術です。彼のス ー ベルナイフとべベラ刻印

の使いこなしへの自信が、それぞれのカ ー ビングスタイルに合わせながらも様 々 なフラ

ワ ー を表現する事を可能にしています。それぞれのフラワ ー の形や仕様、茎の特徴の違い

は、あるスタイルから別のスタイルへと調和して歌う３つの異なる歌声のようです。
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JAMES F. JACKSON   ジェームズ·F·ジャクソン

James Jackson’s interest in leather carving and the visual arts began in his father’s 
saddle shop in Wyoming. Designing leatherwork led him to academic studies and a 
Master of Fine Arts degree and teaching. While in graduate school at the University of 
Wyoming, he taught design classes and worked as a museum curator. Throughout his life 
he has always maintained both a leather shop and painting studio. These two occupations 
have shaped the character of his work. Recently he was honored with a National Heritage 
Fellowship from the National Endowment for the Arts, Master Leather Artisan of the 
Year by the Academy of Western Artists, the Stohlman Award for excellence as a Master 
craftsman, and given the Wyoming Governor’s Arts Award in 2019. Jim currently displays 
his work and conducts discussions about designing leatherwork, carving processes, and 
regional history at The Brinton Museum’s leather shop in Big Horn, Wyoming.

ジェームズ·ジャクソンのレザーカービングとビジュアルアートへの関心は、ワイオミング州の父親のサドル工房で

始まりました。革作品をデザインする事は、彼を学術研究、美術修士号の取得、教鞭へと導きました。ワイオミング大学の大

学院在学中にデザインクラスの教壇に立ち、美術館の学芸員として働きました。生涯を通じて彼は、常にレザーショップ

と絵画スタジオの両方に携わり続けました。この2つの職業は彼の作品の特徴を形成しました。最近では、全米人文科学基

金から“ナショナル·ヘリテージ·フェローシップ”、ウエスタン·アート·アカデミーのマスター·レザー·アルティザン·オ

ブ·ザ·イヤー、マスタークラフトマンとしてのストールマン賞、そして2019年にはワイオミング州知事芸術賞を受賞しま

した。現在、ワイオミング州ビッグホーンにあるブリントンミュージアムのレザーショップで作品の展示と共に、革作

品のデザイン、カービングのプロセス、地域史に関するディスカッションを行っています。

“I have always had a passion for drawing and laying out leather patterns.  My 
leather carving and tooling is designed with the idea of creating energy and 
movement in the same way that exceptional music, dance and poetry shape 
our understanding of beauty.”

「私は常にカービングの図案を描きレイアウトする事に情熱を持ち続けてきました。私のレザーカービ

ングと装飾は、優れた音楽、ダンス、詩が私たちの美への理解を形創るのと同じように、エネルギーと躍動

感を創り出すアイデアでデザインされています。」
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This leather panel “Ophelia…perhaps to dream” is a composition 
that came to me while reading Shakespeare. Poetry, music, 
theater, dance all have a direct effect on much of my work, as 
well as the enchanting landscape and people in Wyoming. This 
panel is a mixture of “Sheridan Style” carving with hints of old 
“Visalia” flowers. The flowers I tool are imagined as I draw directly 
on the leather - just before cutting lines with my swivel knife. The 
image of “Ophelia” is painted on a sanded and sealed surface 
with oil paint, a process I have been working with for many years. 
The beauty of the “Sheridan Style” is the intoxicating rhythm 
and movement that can be created with undulating circles and 
naturalistic curls. Dynamic movement is created when the stem 
circles interlock and change direction. Orchestrating the circles with 
curls, leaves and flowers can enhance this movement. A carving 
on leather is shallow relief sculpture. The carved line is more than 

an illusory line. When you mix the reality of three dimensions with 
imagery that is illusory, it becomes metaphoric layering.

このレザ ー パネル「オフ ィー リア、たぶん夢心地」は、シ ェ イクスピアを読みながら閃

いた構図です。詩、音楽、演劇、ダンスなどすべてが、ワイオミング州の魅力的な風景や人々

と同様に、私の多くの作品に多大な影響を与えています。このパネルは、「シ ェ リダンス

タイル」カ ー ビングに古い「ヴ ァ イサリア」フラワ ー のヒントがミ ッ クスされたもので

す。私が彫るフラワ ー は、ス ー ベルナイフでカ ッ トラインを入れる直前に、革に直接描き

ながらデザインされていきます。「オフ ィー リア」の肖像は、やすりをかけてコ ー テ ィ ン

グした表面の上から油絵具で塗られており、これは私が長年採用している作業手法です。

「シ ェ リダンスタイル」の美しさはまさしく、うねりのある円と自然なカ ー ルによ っ て生

み出される、う っ とりするリズムと動きにあります。茎の円が連結して方向を変えると、

ダイナミ ッ クな動きが創り出されます。円を、カ ー ル、葉、フラワ ー で編成する事により、

この動きがより強くなります。革に施されたカ ー ビングは浅いレリ ー フ彫刻です。カ ー

ビングされた線は幻想を越える線です。3次元のリアリテ ィ と幻想的なイメ ー ジをミ ッ

クスする事により、隠喩的な重ね合わせになるのです。

“Ophelia…perhaps to dream”  by JAMES F. JACKSON   sponsored by Barry King Tools  
オフィーリア、たぶん夢心地　作 ： ジェームズ·F·ジャクソン　協賛 ： バリー·キング·ツール
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A special thank you to Taka Otsuka. His fellowship and participation were critical to the success of this Exhibition. Also, a special 
thank you to Ichie France (Kyoshin Elle) for her translation skills, and to Noriyasu Enomoto for his fine photography.

NORTH AMERICA

Gordon Andrus

Rick Bean

Wayne Hape

James F. Jackson

Barry King

William L. King

Bobby Park

Cary Schwarz

Keith Seidel

Chuck Stormes

JAPAN

Honghao Cai

Kazuki Fujita

Takashi Katsumura

Ryuichi Kimura

Mayumi Konno

Seiichi Koyashiki

Takahiro Kubo

Atsushi Kubota

Michiko Matsuda

Lefty Mikuni

Akiko Okada

Taka Otsuka

Koichiro Oyama

Naomi Saito

Takeshi Yonezawa

PARTICIPATING ARTISTS

64
MLC.indb   64 2021/12/23   15:52



65
MLC_065-068.indd   65 2022/01/21   10:15



66
MLC.indb   66 2021/12/23   15:52



67
MLC.indb   67 2021/12/23   15:52



P.O. Box 460
234 Brinton Road

Big Horn, Wyoming
82833-0460

(307) 672-3173

www.TheBrintonMuseum.org
2022

ISBN 978-0-9755483-6-3

68
MLC_Part68.indd   68 2021/12/27   11:26




