
■最近の施工例（公共・商業施設） 
SGO ステンドグラスは、北米に１５０店以上の仲間がいますし、海外本部３５あります。 

世界的なネット・ワークです。 

日本でも、東京ディズニーをはじめ、有名な施設に採用をされております。品質面・デザイ

ン面・コスト面で、世界の人々から支持を受けているのが SGO ステンドグラスです。 

 

  

Is For The Fan 

         すべては、ファンのために・・・ 

 

 

 

 

わたしで、お役に立てることがあればお気軽にお声をかけていただければ幸いに思います。 

あなたのお役に立てれば、うれしいです。 

                        エス・ジー・オー・カジワラ                                    

代表 梶原 進 

 エス・ジー・オー・カジワラ 

〒483-8136愛知県江南市小折町桜雲１６３－１ Tel 0587-54-6908 Fax 0587-55-9777  
E-mail susumu@e-stainedglass.jp 

HP：http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/ 
（ホームページは、”ステンドグラス カジワラ”で検索してください。）  

mailto:susumu@e-stainedglass.jp
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うすずみ四季の彩色館 さま（岐阜県本巣市根尾） 

 

  

 

『通年にわたる観光客の誘致を・・・』 

 

薄墨桜で有名な 岐阜県本巣市根尾

の悲願 は、桜の季節だけではなく、

一年中、観光客を迎えたい！との思

いでした。小高い山の上に建設され

た『うすずみ四季の彩色館』です。 

 

 

・サイズ w1.200×h1,600・壁 

・製品価格 480,000 円  ・デザイン費 20,000 円  ・搬送・取り付け費 50,000 円 

 

【経過】 

名古屋市の S 設計事務所さまを訪問の折り、「今、岐阜で着工している物件で、五右衛門風

呂が一押しの施設があるけど、なにか？いいアイデアはないか？」と、相談を持ちかけられ

ました。施設のコンセプトを強烈に印象づけているキセルをふかす、『五右衛門』のステン

ドグラスをご提案いたしました。 

 

【ご感想】 

施設にふさわしいテーマ

だったね。見ていると、潤

う感じがするし、五右衛門

風呂のイメージが湧いて

くる。快い感じに仕上がっ

ている。 

 

→それは、作品ごとにカス

タムメイドされるオリジ

ナルデザインのステンド

グラスだからできること

です。 

 

 

 



村久野保育園 さま（愛知県小牧市） 

 

  

風船にトンボ、蜂も欲しいですね！ 

もちろん、お花も入れてよ！ 

虹も・・・チョウがいて、虫も・・・ 

楽しい雰囲気が欲しいの、 

 

遠くに山も見える、野原が広がって

いるの・・・分かってもらえますか？  

 

園長先生のご要望でした。 

・サイズ w900×h2,470（2 枚）w900×h2,770（1 枚）・窓  

・製品価格 800,000 円  ・デザイン費 20,000 円  ・搬送・取り付け費 60,000 円   

 

【経過】 

小牧市の K建築設計事務所に訪問のおり、「今、丁度、保育園の設計をしているから、協力

してくれないか？」とのご依頼を受けました。 

 

 

 

デザインは、小牧市役所・

建築部建築課の職員の方

の描かれたラフ画を参考

に制作いたしました。 

 

心の豊かさを育む、地域の

風土や伝統、自然環境、あ

るいは物語の世界など、イ

メージを表現いたします。 

 

 

 

 

【ご感想】 

本当に、明るい感じで仕上がってきた、子供たちが喜ぶ姿を早く見たいものです。 

（園長先生がステンドグラスを見上げられての一言です。） 



T マンション さま（名古屋市） 

 

  

 

納期がないけど、対応してくれるか？ 

 

お世話になっている株式会社 K 設計の S さ

まから、お電話をいただきました。 

お客さまが、急に「ステンドグラスがい

い！」と申し出があったとのこと。 

 

お電話の翌日、株式会社 K 設計さまの事務

所に伺い、物件の概略と建築会社さまのご

紹介を受けました。 

デザインは、株式会社 K 設計の S さま、現

場の打ち合わせは、K建設株式会社Mさま

となりました。 

 

・サイズ w350×h750（２枚）・玄関ドア  

・製品価格 130,000 円 ・デザイン修正費 6,500 円 ・取りつけ費 25,000 円  

（ステンドグラスの搬送・取りつけは弊社。ドアの取り外し、 取りつけは、現場建具屋さん） 

 

【経過】 

・20日間でデザイン打ち合わせから、取りつけまで行う厳しい現場になりました。 

・予算も納期も厳しい状況でしたので、お施主さまとのデザイン打ち合わせは、すべて S  

 さまにお願いして、わたしたちは、デザイン・資料制作に専念できました。 

・最終的の、カラーの打ち合わせには同行いたしました。 

 

【ご感想】 

「ここまで、良くやってくれたネ。」 

お施主さまが、カラーの入いらないバックカラー（表面の凸凹で光が変化する）でお悩み 

の時に、５種類のバックカラーのサンプルを提示しご検討をいただきました。 

お客さま 「ここまで、してくださるの？」 

Sさま  「梶原さんは、わたしの言うことはなんでもやってくれます。」 

 

                             ご信頼の一言でした。 



藤水保育園 さま（三重県津市） 

 

・サイズ w140×h1,250（4 枚）・窓  

・製品価格 148,000 円  ・デザイン修正費 6,500 円  ・梱包、搬送費 26,000 円   

 

【経過】 

“津市の保育園の新築施設に、図面記入をしたから、後は、よろしくね。” 

ホームページでご紹介しているデザインを気に入っていただいた、鈴鹿市の S設計さま  

から、ご連絡がありました。すでに、デザイン Noも指定いただいていましたので、サイ 

ズ変更によるデザイン変更・商品説明・ステンドグラスサイズ・取り付け手順は、K硝子 

建材株式会社のご担当者 Iさまとの打ち合わせを行いました。 

 

【ご感想】 

素早い対応で、本当に助かったよ！！ 

→わたしたちは、打ち合わせに関する時間をいといません。 

 

 

S 設計さまに気にいっていただいた、ホームページのデ

ザイン集は、SGO カスタムデザイン集として、印刷物も

用意してご連絡いただければ、お届けいたします。 

 

 

 



松城幼稚園 さま静岡県浜松市） 

 

  

「ボクは、昔、内装の仕事を長く 

やっていたから、いいかげんな 

モノは受け付けないからネ！」 

理事長さんの厳しいお言葉から、 

始まった現場でした。 

 

デザインは、園長先生、職員さ 

んとの打ち合わせでしたが、細 

部に渡って厳しいテェックが入 

りました。情熱を持って建築に取

り組まれておられました。 

・サイズ  1,112 丸（4 枚）玄関・FIX  

・強化ガラスを使用 ・製品価格 530,000 円  ・デザイン費 22,000 円  ・取り付け費 60,000 円   

 

【経過】 

「今、工務店から勧められているステンドグラスに満足できないのだが、浜松まで打ち合わ

せに来られるかい？」浜松市の S 設計企画の O 先生から、お問い合わせのお電話をいただ

きました。→素早く、お客さまの元へ・・・わたしたちの行動指針です。 

 

ステンドグラスのデザインは、『ゆりの花』・『ぶどう』が玄

関に取り付けられ、絵本の『子ひつじさん』のイメージのス

テンドグラスは、FIXに取り付けられました。 

 

園長先生、職員さんと共に、小さな椅子で細部まで何度も・

何度も書き直しました。先生方の園児さんへの思いを感じら

れる貴重な時間を過ごさせていただきました。   

 

 

【ご感想】 

『今度の建物の、一番のメインだね。』  

っと、理事長さんのお褒めのお言葉をいただきました。 

後日、完成記念パーティーにご招待を受けました。たくさん

のバザーがあり、楽しい一日を過ごさせていただきました。 

  



宮前三行会 さま（東京都川崎市宮前） 

 

  

「ダイコン・メロン・梨・ニンジン・キャベツ・トマ

ト、桃の花、ぼくらの会も大きく育ちたいから、大木

もデザインして欲しい・・・ハトも飛んでいると、い

い！！」 

 

宮前三行会は、農業に携わられている若い人の集まり

です。その会の５０周年記念品にわたしたちの”デザ

イナーグラス”が選ばれました。 

 

額の制作もいたしました、32,000円でした。 

・サイズ  W 1,500×H 1,200 （ロビー装飾） 

・製品価格 450,000 円  ・デザイン費 6,500 円  ・運搬費 40,000 円   

 

【経過】 

「梶原さん、W 1,500×H 1,200のステンドグラスを作っていただきたいのですが、いくら

位で制作できますか？」 

ホームページを見られた宮前三行会・会長さんからのお電話でした。 

わたし、「概算で、500,000円程度で制作できると思います。」 

「実は、もう、デザインはできているのですが、対応していた

だけますか？」「もちろんです。」 

FAX で、デザインが送られてきました。さすがにプロです、野

菜の色・形・大きさには拘りがあり、３回のデザイン修正があ

りました。 

 

 

 

【ご感想】 

ありがとうございました、実は、近くにステンドグラスを制作している方がいるのですが、 

お見積もりをお願いしたら、５０センチ角で 100 万円とのことでした。先輩の手前、小さ

なモノは作れないから・・・ネットで、梶原さんを探しました、これで、先輩にも大きな顔

ができます。  

 

３月１５日から、ＪＡセレサ川崎宮前支店玄関ロビ

ーに取り付けられました。 

記念式典でお披露目です。 

 

 



 

神淵中学校 さま（岐阜県七宗町） 

 

 
山と川、自然が一杯！ 

生徒さんが描かれた四季の風景がステンドグラスの

デザイン・イメージです。 

担当の美術の先生とは、裏山に植物の観察に何度も、

何度も、登りました。ステンドグラスの取り付けには

お客さまの熱意が必要なんですね。 

岐阜県七宋町立神淵中学校の校舎が、『岐阜県第６回岐阜県２１世紀ふるさとづくり芸術

賞 優秀賞』を受賞されました。 

 

・春（談話室） 

 

生徒さんの絵 

 

デザイン画 

 

制作したステンドグラス  

 

・夏（階段明り取り） 

 

 

 

 

生徒さんの絵 

 

デザイン画 

 

 

 

制作したステンドグラス 

 

 

 

                     【１】 



・秋 

 

生徒さんの絵 

 

デザイン画（正面玄関） 

 

制作したステンドグラス 

 

 

デザイン画（庭園ロビー） 

 

制作したステンドグラス 

 

・冬（談話室） 

 

生徒さんの絵 

 

デザイン画 

 

制作したステンドグラス  

 

・旧校舎（廊下出入り口） 

 

生徒さんの絵 

 

デザイン画 

 

制作したステンドグラス 

 

・町花（食堂） 

 

デザイン画 

 

制作したステンドグラス 

【２】 



結婚式場（パピオ） さま（愛知県各務原市） 

 

アールヌーボーのデザインで、素敵な

空間が出来上がりました 。 

幸せなお二人が、ステンドグラスの前

で『永久の愛』を誓われるのですネ！ 

  

 

結婚式場 パピオさま 

・サイズ  W 300×H 2,000（一枚）  W 300×H 1,000（一枚） W 300×H 1,800（二枚） 

W 300×H 1,350（二枚） 

・製品価格 695,000 円  ・デザイン費 19,500 円  ・運搬費 30,000 円  ・取りつけは建築業者さま  

 

【経過】 

株式会社ロマンティアさまは、岐阜県を中心に結婚式場・葬祭場を展開されています。 

「梶原さん、結婚式場のリニューアルを計画しているのだが、一度、来てくれないか？」 

施設のプロデュースを手掛けられている建築設計士さま I さまをご紹介いたきイメージを

いただきデザインを起こしました。 

 

【ご感想】 

永遠の愛を誓う場所だからこそ、最高の空間を提案したい。 

他の資材は、中国より輸入したけど、ステンドグラスは梶原さんにお願いしたかった。 

デザインが全てだから、デザインに力を入れている梶原さんで大成功です。 

木造りの優しい空間に、降り注ぐ自然光が、ステンドグラスを通してお二人を優しく包み

込む。そんなイメージに仕上がりました。 

 



大垣カトリック教会 さま（岐阜県大垣市） 

 

  

『これです。 

わたしが求めていたステン

ドグラスは・・・』 

 

『なにか、違う！』主任司祭

のテーラー・ブライアンさま

は、母国（オーストリア）で、

わたしたちのホームページ

を見られて、帰国後に、お電

話をいただきました。 

 

 

 

 

すでに、この現場では大手ガラス・メーカ

ーの樹脂ステンドグラスの採用が決まって

おりました。 

母国でステンドグラスに慣れ親しんだテー

ラーさまの感覚が それを、許しませんでし

た。 

 

 

・サイズ  W 300×H 1,200（12 枚）  W 780×H 480（6 枚）（窓） 

・製品価格 1,430,000 円  ・デザイン費 30,000 円  ・運搬費 40,000 円   

 

【経過】 

テーラー・ブライアンさまは、すでにたくさんの教会の建設に携われておられました。 

特に、カラーには、拘れておられました。デザインはシンプルに、上部に聖書の物語を配置

いたしました。 

 

【ご感想】 

うまく行きましたネ。ステンドグラスを“絵はがき”にしましたヨ。 

 

 



布池ビル さま（名古屋市） 

 

  

 

さりげないアクセントが、施

設の表情をグンとゆたかに

高めます。 

布池ビルは、名古屋市の中心地に位置するデザイン重視のマンションです。 

オーナーさんの拘りのエントランスに色を極端に制限したステンドグラスが豪華に演出し

ております。 

   

・サイズ  W 750×H 2,200（4 枚）  W1,600×H 400（2 枚）（ロビー自動ドア） 

・製品価格 1,570,000 円  ・デザイン費 30,000 円  ・運搬費 40,000 円   

 

【経過】 

いつも、お世話になっている株式会社 K設計の Sさまからお電話をいただきました・ 

「今、建設中の物件が素通しのガラスでは、見えすぎてしまうけど、雰囲気を壊さないで、

ステンドグラスで目隠ししたいのだが・・・」 

 

【ご感想】 

綺麗に仕上がったネ、お客さんも喜んでいた。 

 

 



最 後 に・・・ 

 

 

 わたしたちは、 

打ち合わせに関する時間をいといません。 

あなたに、ステンドグラスと一緒の素敵な生活をしていただくために行う打ち合わせには積

極的に参加いたします。 

 

  

出かけます、 

あなたのもとに・・・ 

 

 

 
← たとえ、こんな案内板があろうとも・・・ 

 

お目にかかり、お話をお聞きたいです。 

 

わたしで、お役に立てることがあればお気軽にお声をかけていただければ幸いに思います。 

お役にたてればうれしいです。 

                                    

 エス・ジー・オー・カジワラ 担当（梶原） 
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