
■最近の施工例（一般住宅） 
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
http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/


I さま（岐阜県岐阜市） 

 

  

N建築設計事務所の Tと申します。 

先日、お客様と打ち合わせを行いま

してイメージがだいたい決まりま

したので、できればカラー図の作成

と、納期、金額のお見積もりをお願

いいたします。 

 

 

 

ホームページからのお問い合わせでした。 

・サイズ w1,628×h830 （リビング FIX ） 

・製品価格 225,000 円 ・デザイン修正費 6,500 円 ・ 搬送、取りつけ費  35,000 円  

 

【経過】 

いろ・いろ、ステンドグラス業者に問い合わせをされた様子でしたが、金額が合わなくホー

ムページより、弊社にご依頼でした。FIXにご予定でしたので、高い位地ですので、外側の

線の加工を省略（費用を抑える）するご提案をいたしました。 

 

・ N建築設計事務所の Tさまと面談、商品案内・デザイン画・お見積もり・サンプルをお 

   渡しして、お客さまへのご提案をお願いいたしました。 

カラー・サンプル２パターンを作成いたしました。 

 

・打ち合わせの結果、デザイン・カラー・お見積もりのご承認をいただきましたので、制 

   作を開始いたしました。 

 

・ 取りつけまでの依頼でしたので、足場をお借りして無事に取り付けを終えました。 

 

【ご感想】 

先ほど、見せていただきました～♪♪ありがとうございました～！期待通り、期待以上？？ 

主人や子どもも「いいじゃん！！さすがだね」と言ってくれました。 

なぜか作ったわけでもないのに自慢気なわたし…カラーもピッタリ！！選んだわたしが自

慢です。ありがとうございました。まずはお礼まで… 

 

 



K さま（東京都） 

 

 山梨県小渕沢町に小さな家を建設中で

す。 

この家の玄関ドア上に、明りとりの 

FIX 窓を設置するのですが、ぜひステン

ドグラスを入れて家の顔にさせていただ

きたいと思いました。 

 

すでに、ホームページのデザイン（ステ

ンドグラスの写真 500） 

http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/gallery/1.html 

より数点のデザインを選んでいただいて

おられました。 

 

 

 

ホームページからのお問い合わせでした。 

・サイズ w680×h870 （リビングドア） 

・製品価格 89,000 円 ・デザイン修正費 8,500 円  ・搬送、決済 ヤマトコレクト（8,600 円） 

 

【経過】 

・デザインは、選ばれた６点から１点に絞り込んでいただきました。 

現地の設計事務所のご担当者さまをご紹介いただき、後日、サイズ・納期・製品案内の打

ち合わせをいたしました。 

 

・Kさまに、選んでいただいたデザインを現場サイズに変更して,お見積もりと一緒に、メ 

  ール添付、ご承認をいただきましたので、制作を開始いたしました。 

 

・お問い合わせからお届けまで、約１ケ月でしたので、ある程度、こちらから期限を切って 

  の打ち合わせでしたが。K さまも現地の設計事務所のご担当者さまもご理解していただき 

   無事に納期内にお届けすることができました。 

 

【ご感想】 

美しいステンドグラスを作成して頂き、お陰様で、新居に彩りが増し、毎日、ながめており

ます。本当に、美しいデザインを、ありがとうございました。 

http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/gallery/1.html


S さま（愛知県犬山市） 

 

  

ホームページをご覧になった若いご夫婦 S さま

が、かわいいお子様と一緒に、弊社をご訪問いた

だきました。 

 

「ステンドグラスでドアを飾りたいけど、高いん

でしょうネ」 

・サイズ w150×h150（3 枚）（ドア） ・製品価格 36,000 円（３枚）  

 

・ご安心ください！手軽に楽しんでいただけるステンドグラスもご提供しております。 

 

◆ 150×150 （12,000円） 

     

150・Ｎｏ1 150・Ｎｏ2 150・Ｎｏ3 150・Ｎｏ4 150・Ｎｏ5 

    

 

150・Ｎｏ6 150・Ｎｏ7 150・Ｎｏ8 150・Ｎｏ9  

 

【経過】 

選んでいただいたデザインは、ふくろう（No5）・りんご(No8)・バラ(No9)でした。 

10日間の制作時間をいただき、ご主人さまが引き取りにきていただけました。 

 

【ご感想】 

子供部屋が明るくなりました。 

毎日、指を差して喜んでいます、自分が選んだデザインですのでお気に入りです。 

 

 

 

※ ドアのように開閉して、衝撃が加わる所は、安全で衝撃にも強い、 

一枚のガラスの上を線とカラーで制作する SGO ステンドグラスは、最適です。 



S さま愛知県扶桑町） 

 
・サイズ w1,250×h250（２枚）（欄間）  

・製品価格 76,000 円 ・デザイン修正費 6,500 円 ・梱包、搬送費 8.600 円  

 

”このアイデアは、どうかな？”お世話になっている

Y工房主催者 Tさまからいただいたラフ画は、”家紋”

をアレンジされたデザインでした。 

 

透明部分が多く、カラー加工面が少なくステンドグラ

スの価格が抑えられました。SGO ステンドグラスの

特性を生かしたデザインでした。 

 

 

 

【経過】 

・ステンドグラスの取りつけは現場大工さんにお願いいたしました。 

大工さんへの、商品のご案内も Y工房主催者 Tさまご自身で説明していただき、本当に、

スムーズな現場でした。ステンドグラスの取り付け１ケ月前に採寸に伺いました。 

ステンドグラス取り付けは、建物の引き渡し１週間前に搬入、その場で、大工さんに取り 

付けていただきました。 

 

【ご感想】 

”素敵に仕上がってきたね。いつも、思うのだけど、このカラーは最高だね。紫は、家紋の 

最上色だから・・壁・襖の色とも合っている。上品だよ！！”                                                                                                                                                

Y工房主催者 Tさま 



K さま（岐阜県海津市 ） 

 

 Sホームのさまからホームページより

お問い合わせをいただきました。 

 

「今、リホームをしているお宅が、ス

テンドグラスを入れたいとのことだ

けど、オリジナルに対応してくれるス

テンドグラス屋さんが見つからない、

対応してくれないか？お客さまの願

いを叶えてやりたい。」すでに、お客

さまのイメージは固まっているとの

ことでした。 

・サイズ w308×h1,265（2 枚）（階段明かり取り） 

・製品価格 195,000 円 ・デザイン修正費 6,500 円 ・梱包、搬送費 8,600 円  

 

  

 【経過】 

・搬送は、弊社・取りつけは、Sホームさまにお願いしました。 

・デザインは、Sホームさまがご提案されていました。 

 

・現場を見させていただき、光の様子と近隣の建物から、カ 

ラーと目隠し効果のご提案をいたしました。 

 

・現場サイズに合わせたデザイン画と、お見積もりを提出し、 

ご承認をいただき制作に入りました。 

 

・建物の完成間近での、ご依頼でしたが・デザインが決まって 

いたことと Sホームさまのご協力で、無事に納期内にお届け 

することができました。 

 

【ご感想】 

素敵です！ほんとうにありがとうございました。 

他のどこにもない、我が家だけのデザインがリフォームに彩と輝きを与えてくれました。 

名実ともに「我が家」になったなぁ、という気持ちです。隣の家からの目隠しも完璧です。 

ほんとうに素晴らしいです、とてもいい記念になりました。 

 

 



S さま（島根県松江市） 

 

 ホームページでご紹介のデザインを気に

入っていただいた上でのお問い合わせで

した。 

http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/4/1-7a.html 

「300/No2を注文したいのですが、デザイ

ン通りの色（犬の背中が黒色で空が青色）

で、つなぎの線をなるべく細くして制作す

ることは可能ですか？」 

 

※ホームページでご紹介しているデザインは、サイ

ズ・カラー等、自由に変更いたします。 

・サイズ w350×h350 （キッチンドア）  

・製品価格 38,000 円 ・デザイン修正費 6,500 円 ・搬送、決済 ヤマトコレクト（8,600 円） 

 

◆ 300×300 (32,000円） 

    

300・Ｎｏ１” 300・Ｎｏ２ 300・Ｎｏ３ 300・Ｎｏ４ 

    

300・Ｎｏ５ 300・Ｎｏ６ 300・Ｎｏ７ 300・Ｎｏ８ 

 

【経過】 

・現地の建築会社のご担当者さまをご紹介いただき、サイズ・納期・製品案内の打ち合わせ

をいたしました。打ち合わせの結果、サイズを w350×h350 に変更いたしました。お見

積もりを、メールでお知らせし、ご承認をいただきましたので、制作を開始いたしました。 

 

【ご感想】 

・キッチンのリホームで、リビングからよく見える位置にあるドアなので、友達が来た時に

一番先に「いいね！」と言われます。我が家で一番お気に入りのドアになりました。 

素敵なステンドグラスをありがとうございました。 

http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/4/1-7a.html


G さま（愛知県一宮市） 

 

 「こんな、イタズラ描きでもステンド

グラスになるの？」 

 

あんずの木にシャボン玉・青い月、G さ

まのイメージを忠実に制作いたしまし

た。 

 

ラフ画をデザイン画にお越し、３度の修

正がありました。 

 

デザイン画に起こすと、気付かなかった

ことも見えてきます。 

 

 

・サイズ w350×h1,200 （玄関壁）  

・製品価格 105,000 円 ・デザイン修正費 6,500 円 ・ 搬送、取りつけ費  25,000 円 

 

【経過】 

・お電話をいただき、直接、弊社までラフ画をお持ちいただきました。 

（デザインは忠実に、カラーは、わたしたちでご提案いたしました。） 

その後、３回の修正をいたしました。シャボン玉の位置・大きさに拘れました。 

 

・現地の建築会社のご担当者さまをご紹介いただき、サイズ・納期・製品案内の打ち合わ

せをいたしました。 

（ステンドグラスの押さえブチの制作を建築会社さまにお願いいたしました。） 

 

・建築完成直前に、お伺し、取りつけをいたしました。 

 

・お問い合わせから、お届けまで約 1ケ月半でした。 

 

【ご感想】 

本日、ステンドグラスを設置していただきました Gです。 

いや、本当に素晴らしい出来で妻や母や家を建ててくださったハウスメーカーの関係者も皆 

さん作品を見て感嘆の声をあげていました。 

 

私も夕方仕事が終わってから遅れて見ましたが想像以上の出来栄えに満足しました。 

昼間見た方が窓からの太陽の光でもっと綺麗に見えると思います、また明日、昼間じっくり 

と見させていただくことにします。 

本当に、ありがとうございました。 



K住宅メーカー さま（東京都） 

 

  

「うちの社長の別荘を計画中ですが、

飼っておられる犬をデザインしたス

テンドグラスを FIX に考えているの

ですが、デザインをしてもらえないで

すか？」 

 

K住宅メーカーさま・デザイン担当者

さまより、お電話をいただきました。 

 

 

 

 

ホームページからのお問い合わせでした。 

・サイズ w300×h750 （リビング FIX）  

・製品価格 114,000 円（2 枚） ・デザイン修正費 6,500 円 ・搬送、決済 ヤマトコレクト（16,000 円） 

 

 

 

 

  

【経過】 

・お電話で、ご要望のご確認をいたしました。 

  デザインイメージで、飼われている犬の写真を

メールに添付していただきました。 

 

・現地の建築会社のご担当者さまをご紹介いただ

き、サイズ・納期・製品案内の打ち合わせをい

たしました。 

 

 

・お問い合わせから、お届けまで約 1ケ月でした。 

 

【ご感想】 

社長が、大変に喜んでおりました。 

大切なご家庭の思い出が、美しい輝きを放つインテリアになるなんて、ちょっと素敵ですね。 

オリジナル・デザインて、難しく考えてしまいますが、身の回りにあるものなんですね。 

 



K さま（愛知県碧南市） 

 

  

和風の家なんですけど、今、

リフォームをしていて、玄関

をお洒落にしたいけど・・・ 

 

ステンドグラスで、落ち着い

た・明るい、イメージができ

るのですか？ 

 

 

ホームページからのお問い合わせ

でした。 

・サイズ w250×h750・２枚 （玄関・明りとり窓 ） 

・製品価格 94,000 円（２枚） ・デザイン修正費 6,500 円 ・ 搬送、取りつけ費  35,000 円  

 

【経過】 

・Kさまと現場監督さまと３人で、現場で打ち合わせをしました。 

 

 １・デザインから取り付けまでを一貫してわたしたちで行うことになりました。 

   ただ、ステンドグラスを取りつける（押さえビチ）の制作を S 工務店さまにお願い

をいたしました。これは、窓枠と同じ材料で押さえブチの制作をするためです。 

 

 ２・現場での玄関作業はすでに終了していたので、自由に取り付け作業をしても良いとの

ことでした。 

 

 ３・デザインは、色を極力抑えて中心に“お好きな花・ユリ”をデザインしました。 

 

 ４・お問い合わせから、取りつけまで１ケ月間でした。 

 

【ご感想】 

ステンドグラスって、あるだけで、何だか空間が華やいで見えてきます。 

照明も無理言って、ステンドグラスに合うものに変えていただいたの・・・ 

 

しかも、照明は一日中、点けっぱなしですよ、自慢のステンドグラスだから・・・ 

 



L さま（新潟県新潟市） 

 

  

梶原さん、伺いますので、

お時間の良い日を教えて

ください。 

 

新潟から、わざ・わざ、

弊社まで、お出かけいた

だきました。 

 

 

 

ホームページからのお問い合

わせでした。 

 

 

 

 

・サイズ w500×h800・１枚（玄関・明りとり窓 ） ・サイズ w350×h350・4 枚（階段壁） 

・製品価格 220,000 円（5 枚） ・デザイン修正費 6,500 円 ・梱包・搬送 17,000 円  

 

【経過】 

“ステンドグラスに合わせて、建具の制作をお願いします”とのことでしたので、現場打ち

合わせはありませんでした。しかも、弊社までお出かけいただけましたので、現物のご確認

をしていだだき、デザイン打ち合わせ・取りつけ方法 等、間違いのなく進みました。 

一度、見ていただくことは大きな意味がありました。 

 

【ご感想】 

ステンドグラスは光を通すと、美しさを増しますね。階段に座るとすべてのステンドグラス

が見えるのですが、しばらく座って、うっとりと眺めておりま（笑） 

特に 3羽の鳥のステンドグラスが、素敵です。 

ステンドグラスのおかげで、家の素敵さ１２０％増しって感じです（笑） 



I さま（岐阜県郡上市） 

 

 これから、冬になると雪ば

かりで、暗くなってしまう

から、色が欲しい！丁度、

いい所に窓があるんだ”  

 

岐阜県郡上市高鷲町ひるが

の高原に別荘をお持ちの I

さまからお電話をいただき

ました。 

 

 

ホームページからのお問い合わ

せでした。 

・サイズ w600×h920・1 枚 （リビング・明りとり窓 ） 

・製品価格 138,000 円（1 枚） ・デザイン修正費 6,500 円 ・ 搬送、取りつけ費  35,000 円  

 

【経過】 

 

・採寸をさせていただき、カスタ

ム・デザイン集から、デザインを

選んでいただきました。 

 

・窓サイズに合わせて、変更デザ

インをメールに添付して、ご承認

いただきました。 

 

 

※ カスタム・デザイン集はお気軽に、わたしたちまでご請求ください。 

 

【ご感想】 

明るくなった！ 

雪で外に出ることが少ないと、本を読んでいても沈み込むことがある。 

 

これからは、ひかりの中で本を読めるから、自宅からたくさんの本を持ってくる。 



T さま（岐阜県大垣市） 

 

福寿草がイメージです。 

「踏まれれば踏まれるほど、たくましく育つ福寿草。私はこの野に咲く福寿草が、好きでた

まらない」S大手運送業者創業者の精神をお孫さんがデザインされました。 

 素敵な想いのあるステンドグラスの制作に携わることができました。 

・サイズ w500×h500・3 枚 （子供部屋・壁明りとり窓 ） 

・製品価格 189,000 円（3 枚） ・デザイン修正費 6,500 円 ・ 搬送 8,500 円  

 

【経過】 

「梶原さん、設計さんから壁が寂しいから、ステンドグラスをいれませんか？とのお話があ

りましたが、完成まで３ケ月しかないのですが間に合いますか？」 

お電話をいただいたのが、金曜日でした。月曜日に全体会議があるとのことで参加させてい

ただきました。 

「制作期間がないから、梶原さんのお持ちのデザインで進めたい」とのことでしたが、「２

週間でデザイン・イメージを出していただければ対応いたします。」との提案に、 

「イメージは、福寿草です。娘にデザインさせます。」とのことでした。 

 

【ご感想】 

梶原さん、ありがとう。実は、知り合いにステンドグラスを制作している方がいるのですが、

相談したところ、１年は制作期間が必要とのことで諦めていたの・・・早く制作してくださ

ってありがとう、 

先日、東京に娘と一緒に行ったところ、ステンドグラスを見ると 

「あのステンドグラスも梶原さんが作ったかも？」と喜んでいました。娘にも貴重な経験で

した。 

 



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） 

〒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。）  
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