
ステンドグラスバロック
オリジナル制作キット

工芸家 臼井定一 監修

ご自宅でステンドグラスを作ってみませんか？

アメリカンスタイル［初級～上級］

昨今の事情により、ご自宅で過ごされている時間も多いかと思いますが、
家庭でできるステンドグラス制作キットを開発しました。

ご自宅でも楽しく過ごすことができるよう、ぜひ、ご活用ください。

下記サイトより制作キットを販売しております。
ぜひご購入ください。

【バロックオンラインショップ】
https://baroque1975.theshop.jp/

応援購入サイト【Makuake】7月 13日まで
https://www.makuake.com/project/stainedglass/

ステンドグラスバロック主宰

［初級・中級］オンラインショップにて販売中
［上級］応援購入サイト「Makuake」にて先行販売中



作品完成例
アメリカンスタイルコース

【初級～上級講座】

【初級講座】

【上級講座】

【中級講座】



ステンドグラス制作キット
【アメリカンスタイル（カパーテープ）コース】

資料のご案内

　この度は、ステンドグラスバロックのステンドグラス制作キットの資料請求を頂きまして
誠にありがとうございます。
　ステンドグラス制作キットは、ステンドグラスバロック本社工房の教室には通えないけれ
ど、ステンドグラスの制作にご興味がある方に向けて販売しております。
　ステンドグラスバロックの制作キットでは、本社工房の教室と変わらない指導が出来るよ
うに細部までこだわっております。
　もし工房教室にご興味がおありの方は、お気軽にそちらもお問い合わせくださいませ。
　ステンドグラスバロックのご案内と制作キットの資料を併せて同封させて頂きますので、
ぜひご検討いただけましたら幸いです。

〈制作キット資料内容〉
●ステンドグラスバロックリーフレット
●制作キットパンフレット
●コース内容・教材費のご案内
●購入申込書
●購入規約
●制作キット Q&A

【ステンドグラスバロックのホームページ・フェイスブックもぜひご覧ください】
ホームページ：https://www.baroque-web.com

Facebook：https://www.facebook.com/stainedglassbaroque/



～はじめてのステンドグラス制作～
制作キットの充実サポート内容

1. 特殊な工具不要

【ステンドグラス制作は簡単 4ステップ】
制作キット申し込み

▼
制作キット到着後すぐにはじめられます

▼
わからないところはメールで質問

▼
工房での直接指導でさらにステンドグラスが上達！！

各コースの初回工具セット購入をすれば、必要なステンドグラス専用の
特殊工具は全て揃っているのでご自身で購入する手間はありません。

全国どこでも配送料無料にて対応しております。
（海外への発送は対応していません）

静止画ではわかりにくい細かい動作も動画を見ながら制作。DVDなの
で分からないところは繰り返し確認出来、ご自身のペースで制作出来ま
す。

簡単に確認したいところはテキスト冊子でOK！！
DVDと併せてお使いください。

制作キット購入者専用の質問対応メールアドレスをご用意しております
ので、分からないところがあればお気軽にご質問ください。

もし、制作に行き詰ってしまっても安心。予約制にて弊社工房で直接指
導も行えます。（毎月第一土曜日開催/一教材につき1回限定）併せてギャ
ラリー見学も出来ますので、お出かけください。

制作キットを購入後に弊社工房の通学教室への入会希望の方には入会金
無料の特典をご用意しています。

もし失敗しても安心！制作キット購入者に限り教材ガラスセットのみの
販売もございます。同じものをもう一つ作りたい時もご利用ください。

2. 教材の無料配送

全工程をDVD収録3.

4. テキスト冊子も付属

5. メールでの質問OK

工房での直接指導無料6.

7. 通学教室の入会金無料

教材ガラス単品購入可8.



絶賛発売中 絶賛発売中 応援購入サイト
「Makuake」にて先行販売

～各コース内容・教材費のご案内～

【アメリカンスタイル（カパーテープコース）】

セット内容
・初回工具セット
  ¥17,500
・教材費
  ¥12,000
・講師料（DVD/テキスト）
  ¥5,000
・事務手数料
  ¥2,000
・配送料 ¥0
・購入特典・サポート¥0

¥36,500（税込）

［初級講座］ ［中級講座］ ［上級講座］
セット内容
・教材費
  ¥21,500
・講師料（DVD/テキスト） 
  ¥6,000
・事務手数料
  ¥2,000
・配送料 ¥0
・購入特典・サポート¥0

¥29,500（税込）

セット内容
・教材費
  ¥30,500
・講師料（DVD/テキスト） 
  ¥7,000
・事務手数料
  ¥2,000
・配送料 ¥0
・購入特典・サポート¥0
・先行販売特別値引き -10％

¥35,500（税込）

【オンラインショップ】
https://baroque1975.theshop.jp/

オンラインショップがご利用出来ない方はご郵送・FAXでもお申し込みいただけます。
※ご郵送・FAXの場合は、別紙「購入お申込書」に必要事項をご記入の上、お送りください。

ご購入方法

応援購入サイト【Makuake】7月 13日まで
https://www.makuake.com/project/stainedglass/



ステンドグラス制作キット　購入お申込み書

ふりがな※

お名前※

ご住所※

お電話番号※ ー　　　　　ー Mail

ご希望のコース※
□アメリカンスタイル（　初級講座　・　中級講座　・　上級講座　）　
□ヨーロッパスタイル（　初級講座　・　中級講座　・　上級講座　）

教材お届け希望時間帯※

お支払い方法※ 銀行振込　・　代金引換

本商品を購入した場合は、別紙記載の「教材購入規約」「著作権についての取り扱い」
に同意したものとみなされます。

（　　）時　～　（　　）時
運送会社の状況や配送地域によって
ご希望に添えない場合がございますので
あらかじめご了承ください。

様

生年月日（西暦） 年　　　月　　　日

性別 男性　・　女性

（〒　　　-　　　）
都道
府県

市区
郡

お申し込み日　　　年　　　月　　　日

※印の項目は必ずご記入ください。

キリトリ

ステンドグラスバロックのオンラインショップでご購入いただけます。
https://baroque1975.theshop.jp/

ご郵送・FAXでのご注文の場合は、こちらのお申込み用紙に必要事項をご記入の上、お送りください。

株式会社ステンドグラスバロック「ステンドグラス制作キット販売係」
埼玉県さいたま市西区島根 206 番地

TEL（048）778-8071 ／ FAX（048）778-8072

●「銀行振込み」または「代金引換（手数料お客様負担）」にてご決算

ご購入方法

お支払い方法

■銀行振込をお選び頂いた場合 /お申込み書到着後にこちらより「お振込口座」と「ご請求書」を郵送致します
お振込確認後 5日以内に商品の発送を致します
■代金引換をお選び頂いた場合 /代金引換手数料が必要となります
商品到着時に宅配業者に商品代金と代金引換手数料をお支払いください
※オンラインショップではカード決算・コンビニ後払い決算もご利用いただけます

■ご注文確認の連絡先（代金引換を選択された方はどちらか必ずご記入ください）
お電話番号　　　　　ー　　　　ー　　　　　　　Mail



教材購入規約 
本商品購入規約（以下「本規約」といいます）には、株式会社ステンドグラスバロック（以下「当社」といいます)が販売する商品 (以下「商品」といいます)の
購入条件が規定されています。 
商品購入手続において、お客様は申込時点の本規約の内容を承諾したものとみなされます。 
 なお、当社は、随時当社の運営するウェブサイト（以下「当社サイト」といいます）及び書面上に変更した規約を掲載することにより、本規約を変更するこ

とがあります。当社は、当社の独自の判断により、お客様の購入申込を拒絶することができます。 
但し、当社が申込を拒絶する場合、お客様に対して、その旨を速やかに電子メールその他当社が適切と判断する方法にて通知するものとします。 

第１条（著作権・販売権） 

商品・映像の著作権は当社にあります。商品の使用については以下の点にご注意下さい。  
商品の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、ビデオ、DVD、CDR、MD 等）により複製および転載することを禁じます。商品を自己の学習

の 目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても商品現物および複製品を譲渡、貸与、販売、転売、オークション出品、講演活動および電子メ

ディアによる配信等により、一般公開してはならないものとします。 

第２条（発送および代金） 

（１）当社は、購入申込みを承諾した場合、原則として申込みの受領後１４日以内に、お客様の指定する日本国内の送付先へ本商品を発送するものとし

ます。但し、本商品の在庫がなく、当該期間内に発送できないときは、当社は、お客様に対し、その旨を通知するものとします。 
（２）お客様は、当社サイト上その他で当社が掲示する代金額および諸費用を、当社が指定する方法で支払うものとします。 

第３条（登録情報の使用） 

当社は、商品購入手続きの過程で、当社が知り得たお客様の氏名・住所・電話番号その他のお客様に関する情報を、本サイトに掲載されるプライバシー

ポリシーに従い使用することができるものとします。 

第４条（登録情報の使用） 

当社サイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が講座を受講する過程、商品を購入する過程において、当社が知り得た情

報（以下「購入者情報」という）を使用することができるものとします。 

第５条（保証・返品） 

当社の商品は、特定商取引法等に基づくクーリングオフ制度の適応対象とはなっておりませんが、条件により返品に応じます。返品については商品をお

届した日から 8 日以内に当社へご連絡があった場合にのみお受けすることができます。 
尚、お客様から当社への商品の返送費用はお客様の負担とします。 
ただし、以下の場合には返品をお受けすることができません。 
 ・開封した商品 
 ・未開封であっても、当社の責によることなく破損等が生じた商品 
 ・商品到着後、当社へ連絡なく返送された商品 
 ・商品到着後、当社へ連絡なく９日以上経過した商品 

第６条（返金） 

返品のご連絡と商品の到着確認後、当社所定の手続きにより返金致します。 
ただし、当社からお客様への商品の送料、お客様が商品代金の支払い時に負担した手数料およびそれに掛る消費税については返金の対象外となりま

す。 

第７条（違約金） 

お客様が第１条の規定に反した場合、当社が法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、本商品の代金額の５倍

に相当する金額を上限として当社が相当と認める金額を違約罰として支払うものとします。  

 

 

 

 



第８条（損害賠償の範囲） 

当社は、お客様による商品の使用における安全性または適法性、有用性について一切保障しません 。したがってお客様は、当社およびその代理人、従

業員および提携先等に、商品の使用により派生するいかなるクレーム、請求、損害賠償もし得ないことに同意するものとします。小さいお子様やペットな

どがいるご家庭でご使用の場合には、取扱いにはくれぐれもご注意ください。万が一、事故が発生した場合でも、責任を負いかねますのでご了承くださ

い。また商品はお客様が商品内容を習得すること、または教材で示された効果・成果を得ることを保証するものではありません。 
 

第９条（商品に含まれる情報の一般公開の禁止） 

商品（DVD）に含まれるデモンストレーションおよび事例は、個人情報に関わるものであり、極めて秘匿性の高いものです。したがってデモンストレーショ

ン および事例の転載、一般公開をしてはならないものとします。この規定に反した場合は、当社はお客様に転載および一般公開の差し止めと損害賠償

の請求を行うものとします。 

 
 
 
 

著作権の取り扱いについて 
使用許諾契約書 

本契約は、株式会社ステンドグラスバロックの商品を購入した個人と当方との間で合意した契約です。ご購入申込書に記入され、ご購入された時

点で教材購入者はこの契約に同意したことになります。 

 

1. 本教材で紹介される各手法、その他本教材に含まれる一切のノウハウ、アイディア、その他の情報、本教材として提供される教材、教材の付属

品、書籍およびビデオ、Web動画、DVDその他一切の著作物、並びに、本教材で使用される一切の名称および標章（以下併せて「教材内容」といい

ます）について、著作権および商標権その他一切の権利は全て当社に帰属するものとします。 

 

2. 教材購入者は、本教材もしくは教材内容の複製、修正、翻訳もしくは翻案、講演活動での使用や電子メディアによる配信、その他の頒布および

当社の権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。 

特に教材を第三者に渡すことは固く禁止します。教材購入者は商用利用を目的として本教材に含まれる情報を使用できないものとします。 

 

3. 教材購入者は、教材内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとします。いかなる方法においても、教材購入者が営利を目的として、本教材

の譲渡、販売、貸与、オークションへの出品その他の頒布、並びにコピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去もしくは

改変等を行なうことを禁止します。 

 

4. 教材購入者が、前 2項に反する行為を行なった場合、当社が法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、

本教材の代金額の 10 倍に相当する金額を上限として当社が相当と認める金額を違約罰として支払うものとします。 

 

5.資料の情報の使用の一切の責任は教材購入者にあり、この情報を使用し損害が発生しても、当方は一切の責任を負いません。教材の情報につい

ては、各企業・個人の都合により承諾なしで変更される場合があります。その場合も、当方は一切の責任を負いません。 

 

 

 

 

 

株式会社ステンドグラスバロック 
代表取締役 臼井 定一 



ステンドグラスバロック
はじめての制作キット　Q&A

Q：制作キットの制作時間はどれくらいかかりますか？

A：各コースによって制作時間は違います。また個人の技量や経験値でも違いま
すが、初心者の方でアメリカンスタイル初級講座なら集中して制作していただければ
2、3日程度で完成出来るかと思います。

Q：本教材はどのように視聴するのでしょうか？

A：DVDを付属していますので、そちらをご自身でお持ちのDVDプレイヤーまたは
パソコンで再生してご覧ください。

Q：制作で分からないことがあった時はどうすればいいですか？

A：制作キット購入者専用の質問対応メールアドレスをご用意していますので、分か
らないことはそちらから気軽にお問い合わせください。
何度メールして頂いても費用はかかりません。

Q：特典の直接指導とは何ですか？

A：初めてのステンドグラスの制作で行き詰ってしまった場合などに予約制にて弊社
工房内で直接指導を行います。（毎月第一土曜日開催 /一教材につき 1回限定）
バロック工房までお越しになれる方は、教材をお持ち頂ければ通学教室と変わらない
指導を体験出来ます。
遠方の方や毎週通学教室に通うことは難しい方で、一度ならお越しいただけるという
方はご活用ください。弊社自慢のギャラリーもご覧頂けます。
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