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ここにご紹介したお客さまは、 

おしゃれなオリジナル・デザインのステンドグラスで、 

思いどうりの住まいの空間を手に入れられました。 

  

世界でただ一つ、あなただけの 

オリジナル・ステンドグラスで、 

明るく開放的なお部屋に、仕上げてくださいね。   

 

 



思い通りの素晴らしいステンドグラスに仕上がっていて 

感嘆、感激しています。  

神奈川県  横浜市 T さん 

 

 
梶原先生へ 

横浜市の T です。 

一時間前に無事に作品が届きました。思い通りの素晴らしいステンドグ

ラスに仕上がっていて感嘆、感激しています。 

家族も教会や美術館でしか見たことがないせいか 

いつまでもため息混じりに眺めております。 

 

ステンドグラスで検索し、色々なホームページの中から最終的に 

先生を選び、そして作品制作をお願いしたこと 

本当に良かったと心から思っています。 

きっと亡き父も「素晴らしいじゃないか！ありがとぅ」 

と云ってくれるに違いありません。 

 

作品が墓石にはめ込まれ最終的に全て出来上がりましたら 

メールにて写真を送らせて頂きます。 

この度は大変お世話になりました。 

人と人との縁(えにし)とか一期一会というものを 

今回ほど心に染み渡ったことはありませんでした。 

重ねて御礼申し上げます。 

 

                       敬白 

 

 

 T さまからのお電話で、亡くなられたお父さまの墓石をオリジナルでデ

ザインして、父親を供養したいとのことでした。 

条件等をお伺いして、ステンドグラスをペア・ガラスにすることをご提

案させていただきました。 

 

 

 

 



美しいステンドグラスを作成して頂き、新居に彩りが増し、

毎日、ながめております。  

和歌山県有田市 Nさん 

 

 
梶原 様 

 

紅葉の美しい季節となりましたが、お元気でご活躍のことと存じます。 

さて、我が家もようやく完成し、まだ多少のダンボール箱に囲まれては

いるものの、新生活を送っています。 

その節は、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。 

 

 

 

 N さまは、ホームページのお問い合わせフォームよりのご連絡でした。 

すでに、ホームページ→デザインお御話し→参考デザイン→幾何学 G-8 

と、お好きなデザインを選ばれておられました。 

N さまのご計画のサイズに合わせたデザイン画をメールに添付してご承

認をいただきました。 

 

http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/overviewtop/design2/reference/g.html 

 

 

 

 

 



本当に素晴らしいステンドグラスで、 

妻や母や家を建てて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。 

愛知県一宮市 Gさん 

 

 
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、本当に素晴らしいステンドグラス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。 

 

 

 

 G さまからは、工房のご近所さんでしたので、ご夫婦揃って工房に来て

いただきました。 

すでに、杏の木のラフ画をお持ちいただきました。 

３度の修正でデザインのご承認をいただきました。 

色に拘られました。 

 

 

 

 



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） 

新潟県新潟市 Lさん 

 

 
お久しぶりです。皆様お元気ですか？ 

新潟は、ここ数日寒い日が続いております。昨日は雪も降りました。

桜の開花が少し遠のいたようですね。 

さて、ステンドグラス制作では大変お世話になりました。 

遅くなりましたが、施工写真を送ります。 

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（笑） 

 

 

 

 L さまは、新潟からわざ・わざ、工房にお出かけ頂きました。 

ありがとうございます。 

工房でデザイン・ストックからイメージを選んで頂き、季節の花を川え

ました。 

 

２年後に、いただいたメールです。ご無沙汰しております。 

私どもは皆元気で暮らしております。先日まは雪が降ったりやんだりでしたが、今週は天気もいいよう

で、今は青空が見えています。 私も愛知にいる時は、冬毎日晴れている、ということが当たり前でした

が、こちらは秋の終わりごろからずっと曇りです。 青空がでると本当にうれしいです。 

梶原様にお願いしたステンドグラス、やっぱりいいですよ。階段下に置いたステンドグラスが特に私の

お気に入りなのですが、朝起きて 1階に降りる際に目に入ると 心が躍る、というのか、「今日も一日が

んばろう」という気になります。 

最後になりましたが、これからも素敵な作品を作り続けてくださいね。 

まだまだ寒い日も続きますが、くれぐれもご自愛ください。 



すばらしい出来上がりのステンドグラスで、 

大変満足しております。 

千葉県四街道市 Nさん 

 

 
昨日無事到着致しました。 

早速梱包を開け確認致しましたが、すばらしい出来上がりのステンド

グラスで大変満足しております。明日工務店に回します。実は工務店

からは「ステンドグラスをオーダーすると２か月ぐらいかかります。」

という回答があったので 、自分で探してみようということで梶原さん

にお願いすることになったのですが、 

こんなに早く手元に届いてビックリするやら、感激するやらで、直ぐ

到着のメールを出すのを忘れておりました。お許し下さい。 

 

 

 Ｎさまは、【花畑のように、花、一杯のデザイン】がお望みでした。 

デザイン制作からお届けまで、３週間でしたが Nさまのご協力もあり、

無事にお届けすることができました。 

SGO ステンドグラスは、1㎡の大きさのステンドグラスの制作期間が

2週間程度で、従来のステンドグラスの 1/5程度です・ 

 

 

 



ステンドを一枚換えただけで、 

雰囲気がパッと変わったので驚きました。  

岐阜県羽島市 K さん 

 

 
今日、井上さんが来て下さり、無事工事が完了しました。 

ステンドグラス、すごく美しい出来でうれしかったです！ 

ステンドを一枚換えただけで、雰囲気がパッと変わったので驚きまし

た。梶原 まち子様が制作して下さったとのことですが、奥様でしょ

うか？K が喜んでいたとお伝え下さい。どうも有難うございました。   

 

 

 

 Ｋさまのお宅には、階段の踊り場に樹脂製のステンドグラスが取り付い

ていました。内装用のステンドグラスでしたが、外部に面していて傷み

が激しいものでした。 

デザインは大きく変えて虹とシャボン玉の中に会社の“ロゴ”を入れる

ことでした。 

 

 

 

 

 

 



他のどこにもない我が家だけのデザインのステンドが、 

新居に彩と輝きを与えてくれました。 

愛知県犬山市 Kさん 

 

 
今日、我が家の引渡しを受けました。 

梶原さんのステンドグラスと初対面です。 

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新居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。 

ダイニングからはディズニーリゾートが、玄関からは娘たちの「落書

き熊さん」が見えますが、どちらも階段側からスポットライトをあて

ることができるようになっていまして、夜になってから、他の明かり

を消して、ステンドを照らして、しばし主人と眺めていました。 

ほんとうにすばらしかったです、とてもいい記念になりました。この

ステンドグラスとともに、新生活を楽しんですごしていきたいと思い

ます。ありがとうございました。             

 

 

 K さまは、三人の小さな娘さんが描かれた“クマさん”をお母さんがう

まく配置されたラフ画を元にデザインを起こしました。 

小さな娘さんが描かれた“クマさん”は、イメージ通りに表現できまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 



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。 

長野県軽井沢町 Yさん 

 

 
昨日軽井沢にて現物を見てきました。 

色合いは希望していたイメージにぴったりで、また仕上がりも完璧、

とても感動しました。 

一見すると、本当に普通のステンドグラスですね。 

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。東京の自宅やほかの場所にも是非導入していきたいと思いました

ので、今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 Y さまは、軽井沢に別荘を建てられました。 

建築工事の途中で、ステンドグラスを壁に取り入れる計画が持ち上がり

ホームページよりお問い合わせがありました。 

シンプルな幾何学にしたいとのことでしたが、玄関から見える位置にあ

り、デザインの中央にやさしいお花を提案しました。 

 

 

 

 



暗いイメージの京の町屋が 

ステンドグラスで、明るさがプラスされ気に入ってます。 

京都府宇治市 K さん 

 

 
暗いイメージの京の町屋がステンドグラスで明るさがプラスされ気に

入ってます。 

逆光でうまく写真撮れませんでしたが添付します。 

家の改修をしたアラキ工務店の HPに一部アップされているので良か

ったら見て下さい。 

http://www.kyoto.zaq.ne.jp/araki/index.html 

左のリストボタンの新築改修事例の京町屋をクリックして油小路京町

屋をクリックしてください。どうもありがとうございました。 

 

 

 K さまは、家紋をステンドグラスのデザインに取り入れられました。 

家系を大切にされる姿は、京都の場所がらでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 夕方の西日を浴びたステンドが、 

正面の白い壁に浮かび上がっているのがこれまた綺麗！ 

神奈川県 横浜市 Ⅰ さま 

 

 
夕方の西日を浴びたステンドが正面の白い壁に浮かび上がっているの

がこれまた綺麗！仕事の都合で韓国生活をしたことがあるのですが、

韓国の色彩に多いのが赤と青。 

家の中に置いてある韓国の雑貨の色がステンドにも取り入れられ、赤

い階段とキッチン・青い浴槽、丸窓にマッチした印象的なステンドで

す。実際お越しいただいて直接見ていただきたいくらいなんです・・・ 

＾＾；もちろんお客さんからも好評です＾＾ 

本当にどうもありがとうございました。                  

 

 

 I さまは、色に拘れました。 

内装との一体感を重要視されたのですネ。 

 

 

 

 

 



先ほど、無事届きました～♪♪ありがとうございました～！ 

期待通り、期待以上？？ 

愛知県 名古屋市 Nさん 

 

 
梶原さま 

先ほど、無事届きました～♪♪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… 

ありがとうございました。まずはお礼まで 

 

 

 

 N さまからは、玄関ドアにステンドグラスを取り付けられました。 

「ステンドグラスでお客さまをお迎えするのが、わたしの“夢”だった」 

とのことでした。 

デザインをお送りした時にいただいたメール 

 

ありがとうございます。梶原さまの第一声は、もしかして「○○もおだてれば」かもしれませんがイメ

ージどおりです。快く○○となり、このデザインでお願いします。完成品の到着をわくわくしながら待

つことにします。 

私事で大変恐縮ですが、現在仕事でテンパってます。憧れのステンドグラスが思っていた場所にできあ

がってくることが、今の私の本当に本当に楽しみです。梶原さんのHPに偶然出会い、実際にお会いで

きて、本当にこのご縁に感謝しています。 

 

 



ステンドに決めて良かったです、玄関が高級になりました。 

愛知県 名古屋市 Kさん 

  

 
この度は、大変お世話になりました。 

昨日、ステンドグラスが取り付けられました。とっても素敵で、予想

以上の出来栄えでした。 

 

ステンドに決めて良かったです。玄関が高級になりました。 

皆さんも「さすがステンドだな～」って納得！ 

いつも工務店さんに”わがまま住宅”って言われますがわがまま住宅

に花を咲かせることができました♪ 

 

納期の方も間に合わせて頂きありがとうございました。  

 

 

 Ｋさまは、拘りを持って“家づくり”をされておられました。 

玄関には、特に拘りを持たれており、ステンドグラスを前から、ご計画

でしたが、制作者が見つからずホームページでわたしたちとのご縁をい

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ステンドグラスのバックを透明にしていただいて 

良かったです、素敵なドアになりました。 

愛知県 名古屋市 Oさま 

 

 
本日受け取りました。 

ステンドグラスのバックの部分を透明の素材にしていただいてよかっ

たです。 

早速建具屋さんに連絡しました。素敵なドアができそうです。ありが

とうございました。 

 

 

 O さまは、ステンドグラスのバックのカラーに悩まれました。 

目隠しを兼ねて、光を通さないカラーをお考えでしたが、玄関の解放感

とカラーの美しさを引き立てるために光の変化がある透明カラーをご

提案しました。透明カラーでも十分、目隠しができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ステンドグラスが今回の建物のメインだと喜んで居りました。 

静岡県 浜松市 松城幼稚園 さま 

 

 
覆いが早く取れないかと、わくわくしています。 

理事長も気に入ってくれて、 ステンドグラスが、今回の建物のメイン

だと喜んで居りました。私達のイメージを期待以上に素敵なステンド

グラスに仕上げてくださって感謝してます。 

奥様にお会いできるのを楽しみにお待ちしています。 

よろしくお伝え下さいませ。 

 

 

 松城幼稚園さまは、スタッフさまから園長先生までデザインに協力的で

した。 

小さな園児の椅子に座って、絵本の中からイメージを膨らませてデザイ

ンに取り組みました。 

 

 

 

 

 



待ちに待ってたステンドグラスを目にして、 

夫婦二人、感激ました！ 

東京都 目黒区 T さん 

 

 
お世話になっています。Tです。 

ありがとうございます、昨日届きました！！ 

待ちに待っていたステンドグラスを目にして夫婦二人、感激しまし

た！ 

大変ステキな出来栄えで、とても嬉しく思っています☆ 

 

お作り頂いた作品、大切にしていきます。 

実際に壁に取り付けましたら、写真を送らせて頂きます。 

本当にありがとうございました！                 

 

 

 

 T さまは、「お花一杯にしたい！」とのご要望でした。 

花束のデザインです。 

 

 

 

 



 大満足です。 

お元気でステキなステンドグラスを作り続けて下さい。 

埼玉県 所沢市 K さん 

 

 
６月にステンドグラスの作成を御願い致しました Kです。 

その後、引越しなどでゴタゴタしておりまして、画像をお送りするの

が遅くなりました。写真を２枚添付しますので、ご覧になって下さい。 

部屋にマッチして、気に入っています。花モチーフの色合いが、若干

地味めでしたが、これはＰＣで送っていただいた画像がとても派手に

見えたので、私が注文した結果ですね。やはり見本の実物を見るに越

した事はないのでしょうが、遠方の場合仕方が無い事と思います。 

葡萄柄の方は、大満足です。暑い毎日ですが、どうぞお元気で、ステ

キなステンドグラスを作り続けて下さい。 

 

 

 N さまは、ホームページのお問い合わせフォームよりのご連絡でした。 

すでに、ホームページ→デザインお御話し→参考デザイン→花 FL-62 

お好きなデザインを選ばれておられました。 

N さまのご計画のサイズに合わせたデザイン画をメールに添付してご

承認をいただきました。 

 

http://www.aichi-iic.or.jp/co/stainedglass/overviewtop/design2/reference/fl.html 

 

 

 



 

 

 

 

 

建築のプロの方から頂いたご意見 

 

デザイン表現が自由に対応して頂けるし、 

後施工ができることも助かった、価格も比較的安価だった。 

大建設計株式会社 さま  

 

お施主さまのご希望で SGOステンドグラスを採用したのだが、大変、良かったと思う。 

デザイン表現が自由に対応して頂けるし、後施工ができることも助かった。価格も比較的安価だった。 

取り付けて良かった。お施主さまも、希望のデザインが表現できたと喜んでいた。 

 

  

 



滋賀県大津市 三浦建設株式会社 さま 

 

こんにちは、以前はステンドグラス有難うございました。挨拶が遅くなり申し訳ありませんでした。 

N 様の割烹料理屋さん無事オープンしました。 

完成写真を添付させてもらいます。 

制作していただいたステンドグラスは、凄くお店の雰囲気に合っていて本当に良いお店が出来ました。 

また何かありましたら宜しくお願いします。 

 

 

 

株式会社佐藤設計企画 さま 

  

建築計画時 

 

探したんだ・・・でも、これ（SGOステンドグラス）なら施主さんに満足してもらえそうだ。質感も、

デザインもいいじゃないか。早速に提案してみる。 

 

  

ステンドグラス取り付け後 

 

お客さんが、『ステンドグラスが、今回の建物のメインだ』と、喜んでいた。 

 

  



岐阜県大垣市 岐阜カトリック主任司祭 さま 

 

『これだ！』と、思いました。 

わたしは、今、建築屋さんが持ってきている、ステンドグラスには満足していません。 

わたしは、沢山の教会の建設に携わってきましたから良く判るのです。 

あなたの SGOステンドグラスに決めました 。 

 

 

 

一条工務店 さま 

 

わたしたちの仕事は、細かい打ち合わせが多い、こんなこと（ステンドグラスのデザイン）に関わりを

持つと楽しいね 、いい感じに仕上がったね。 

  

M さんも、『満足！！』って、言っていた。 

  

ムダの必要性を認識させられた！！ 

過す時間が長いリビングだから、シンプルな中に、楽しさがあるステンドグラスをご要望 だったので、

幾何学のデザインでカラーが動きのある配置にしたのが、良かったと思うよ。 

 

  

 



秋田県大館市 石戸谷進建築設計事務所 さま 

 

 

２７日、２８日と内覧会を開催しました。 

３０組位の方に、内覧いただき、大変好評でした。 

今回は、出来るだけ木に拘り、予算的には、かなりきつかったのですが、梶原さんにも協力いただ居た

ように、何とか予算もギリギリ間に合いました。 

全景のパースと、和室周り、当日の様子を送りましたので、雰囲気を感じていただければと思います。 ス

テンドグラスグラスについては、皆さん派手すぎず、住宅にはマッチしてるとの事でした。 

あまり色を増やさなかったことが良かったと思います。 

 

  

愛知県岩倉市 株式会社 中村工務店 さん 

 

大変遅くなりましたが、N 邸のステンドグラスの写真をお送りします。 

容量が大きいので２回に分けて送信させていただきます。 

  

私も実際見せていただきましたが、 ステンドグラスはとても素晴らしいものでした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

  

 

 



最 後 に・・・ 

ステンドグラスを家に置く。もし、晴れた日に、きれいな太陽のひかりが入る部屋なら、き

っと、いつもと違った時間を過ごすことができます。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。 

ステンドグラスへの投資は、きっと、「ガラス」じゃなくて、豊かな時間への投資なんでし

ょうね。 

あなたのデザインが新居に彩と輝きを与えてくれます。夕方の西日を浴びたステンドが正面

の白い壁に浮かび上がっているのがこれまた綺麗です！名実ともに「我が家」になったなぁ、

という気持ちになります。 

もちろん、必要不可欠なものじゃないけれど、お金もムダにあるわけじゃないけれど、こう

いうの、買ってみるのもいいと思います。  

わたしと一緒に、世界でただ一つの”想いが一杯”のオリジナル・ステンドグラスを手に入

れませんか？ 

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。 

 

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。） 

 


