
教室に関する問い合わせ先
● 楽習フォーラム
tel：0120-560-187
fax：03-6683-7996
URL：http://www.gakusyu-forum.net
＊教室に関するお問い合わせは編集部ではお受けできません。

ビーズステッチが学べる教室一覧 ＊データは2016年７月現在のものです。

澤口恵利 市川やす子

菊地斉子 森田詩野

川船まき 腰本みきこ

松田こずえ 伊沢美子

石井朋美 鈴木恵子

宮川たま枝 小林洋子

門田ゆき子 村上みゆき

磯部ひろみ 多田晴美

梅村里美 佐藤和枝

室木かよ子 吉田美鶴

佐々木理通子 西山玉恵

金井正子 倉田千賀子

組橋みどり

鈴木美紀

新田佳子 長井光代

長村美香子 馬場裕子植木理志

開発真優美

栗本典子 松永美佐子

小林美代子 大谷美子

草野輝美

宮川利江

山口美月

池田英里子

市区町村　さいたま市、春日部市、
三郷市、幸手市
最寄り駅　大宮駅、春日部駅、新三
郷駅、幸手駅

市区町村　横浜市、葉山町／台東区
最寄り駅　横浜駅、新逗子駅／浅草
橋駅

市区町村　宇都宮市、小山市、河内
郡
最寄り駅　宇都宮駅、小山駅、雀宮
駅

市区町村　新宿区／千葉市、船橋市
最寄り駅　四谷駅／稲毛海岸駅、津
田沼駅

市区町村　守谷市／柏市、船橋市、
松戸市／墨田区、北区、板橋区／春
日部市
最寄り駅　守谷駅／柏駅、柏の葉キ
ャンパス駅、松戸駅、新船橋駅／錦
糸町駅、赤羽駅、成増駅／春日部駅

市区町村　荒川区、足立区、江東区
／さいたま市
最寄り駅　西日暮里駅、北千住駅、
西大島駅／浦和駅

市区町村　札幌市
最寄り駅　白石駅、平和駅

市区町村　江東区、新宿区
最寄り駅　豊洲駅、辰巳駅、落合南
長崎駅

市区町村　札幌市／川崎市
最寄り駅　札幌駅／武蔵新城駅

市区町村　千葉市中央区、美浜区、
緑区、習志野市
最寄り駅　蘇我駅、稲毛海岸駅、鎌
取駅、津田沼駅

市区町村　行田市
最寄り駅　北鴻巣駅

市区町村　横浜市
最寄り駅　戸塚駅

市区町村　和光市、さいたま市／練
馬区
最寄り駅　地下鉄成増駅、大宮駅／
練馬春日町駅

市区町村　新宿区
最寄り駅　西新宿駅

市区町村　つくば市、土浦市、かす
みがうら市
最寄り駅　TX 研究学園駅

市区町村　台東区、中央区／横浜市
最寄り駅　銀座駅、浅草橋駅／横浜
駅、二俣川駅

市区町村　弘前市、青森市、八戸市
／盛岡市／戸田市
最寄り駅　弘前駅、青森駅、本八戸
駅／盛岡駅／戸田公園駅

市区町村　大田区／横浜市青葉区
最寄り駅　長原駅、雪が谷大塚駅、
たまプラーザ駅

市区町村　伊達市、室蘭市
最寄り駅　伊達紋別駅、東室蘭駅

市区町村　千葉市、船橋市、八千代
市
最寄り駅　幕張本郷駅、津田沼駅、
村上駅

市区町村　入間郡／富士市
最寄り駅　東毛呂駅／富士駅

市区町村　新潟市中央区
最寄り駅　新潟駅 

市区町村　鴻巣市、熊谷市、行田市、
深谷市、羽生市、加須市、幸手市、
上尾市／太田市／豊島区
最寄り駅　鴻巣駅、吹上駅、行田駅、
籠原駅、深谷駅、羽生駅、加須駅、
幸手駅、上尾駅／竜舞駅／池袋駅

市区町村　藤沢市
最寄り駅　藤沢駅

市区町村　水戸市
最寄り駅　水戸駅、赤塚駅

市区町村　さいたま市
最寄り駅　大宮駅

市区町村　岩沼市、仙台市／山形市
最寄り駅　岩沼駅、仙台駅／山形駅

市区町村　港区、武蔵野市、府中市、
八王子市
最寄り駅　表参道駅、吉祥寺駅、府
中駅、八王子駅

市区町村　千歳市
最寄り駅　千歳駅

市区町村　千葉市、船橋市、佐倉市、
成田市
最寄り駅　稲毛駅、新船橋駅、京成
臼井駅、京成ユーカリが丘駅、成田
駅、海浜幕張駅

市区町村　市川市、船橋市、鎌ヶ谷
市、松戸市
最寄り駅　市川駅、高根公団駅、鎌ヶ
谷大仏駅、新八柱駅、北国分駅

市区町村　高岡市、富山市
最寄り駅　高岡駅、富山駅、下奥井
駅

市区町村　行田市、久喜市、上尾市、
越谷市
最寄り駅　吹上駅、久喜駅、桶川駅、
越谷駅

市区町村　横浜市、大和市／台東区
最寄り駅　立場駅、鶴間駅／浅草橋
駅

市区町村　取手市、守谷市
最寄り駅　藤代駅、新守谷駅

市区町村　足立区、北区／久喜市
最寄り駅　北千住駅、西新井駅、赤
羽駅／南栗橋駅

市区町村　いわき市、郡山市
最寄り駅　泉駅、いわき駅、郡山駅

市区町村　多摩市、北区、練馬区、
中野区
最寄り駅　聖蹟桜ケ丘駅、東久留米
駅、東十条駅、中野坂上駅

市区町村　札幌市
最寄り駅　大通駅

市区町村　三鷹市
最寄り駅　井の頭公園駅、吉祥寺駅

BEADS ROOM
Angel Heart ラ ヴィータ

アトリエそうび atelier SNOW

Maple Avenue ブレストビーズ

アトリエ
∞∞はぁとばたけ∞∞ 42Linkside

Enjoy Beads Life Beads.Lily☆K

アトリエ浪漫華 ビーズフレンズ

アトリエ ジュエビー bijou E.mi-le 

ビーズ工房Happy door infini（アンフィニ）
ビーズ教室

アトリエApricot アクセサリー工房Sugar
（シュガー）

アトリエ「リラ」 Mitsuru工房

Honeybee ビーズ教室
☆Beadsbee☆

RoseHeart コスチュームジュエリー
メイキング「トゥインクル」

あとりえ ぺるル

ビーズ工房 color

ビーズ工房Kei ポコアポコ

アクセサリーCOSMOS Happy Magic
（ハッピー マジック）マニュー工房

true-grace
（トゥルーグレース）

アトリエN'sパレット Mee-coビーズ教室

ビーズジュエリー美 Beads Salon Miko

アトリエ teru

あそび３

スイートビーズCafe

e-make ビーズ教室

連絡先　eri.s-0926-angel.heart@
jcom.zaq.ne.jp　http://beads-angel
-heart.jimdo.com/
TEL  048-649-6899

連絡先　lavita@jcom.home.ne.jp
http://ameblo.jp/lavita-ichika/
TEL  090-8819-7363

連絡先　seiko-k@bc5.so-net.ne.jp
TEL  090-4610-8704

連絡先　agulu@moon.email.ne.jp
http://www.asahi-net.or.jp/~im9s-
mrt/index.htm
TEL  090-3500-2011

連絡先　makimaki4@i.softbank.jp
http://ameblo.jp/maple-makimaki/
TEL  080-4125-7278

連絡先　blessedbeads72@gmail.
com　http://ameblo.jp/blessed-
beads/
TEL  03-3819-4592

連絡先　info@heartbatake.com
http://atelierheartbatake.com/
TEL  090-1303-1045

連絡先　yoshikoizawa@hotmail.
com　http://ameblo.jp/42linkside/
TEL  080-3383-7545

連絡先　tomomiy@cocoa.ocn.ne.jp
www.facebook.com/EnjoyBeadsLife
TEL  090-3113-1052

連絡先　keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp
TEL  070-5076-8405

連絡先　littlexxxtown2000@yahoo.
co.jp
TEL  090-5759-8512

連絡先　yukip.10.24@i.softbank.jp
TEL  090-7427-8699

連絡先　jewebea0606@gmail.com
http://jewebea.com/
TEL  090-5738-8705

連絡先　bijoue.mi.le@gmail.com
FAX  03-3365-2330

連絡先　hiromiisobe@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/beads-
happydoor/
TEL  080-3009-8368

連絡先　h-tada@ga3.so-net.ne.jp
http://ameblo.jp/infinibeads/
TEL  090-2220-8842

連絡先　apricot_satomi_3103@
yahoo.co.jp　http://ameblo.jp/
satomiapricot/
TEL  090-7337-1234

連絡先　http://ameblo.jp/kaz-
sugar/
TEL  090-4240-3430

連絡先　rairakku@ab.auone-net.jp
http://atorierira.at.webry.info/
TEL  090-3773-1669

連絡先　m326michan@aol.com
TEL  090-8054-0003

連絡先　honeybee@sunrisegarden.
jp　http://ameblo.jp/hinode-pearl
TEL  090-8862-8122

連絡先　a229201197@infoseek.jp
http://ameblo.jp/beadsbee/
TEL  080-5176-3940

連絡先　rose_heart@skyblue.ocn.
ne.jp　http://rose-heart.net
TEL  090-9962-4025

連絡先　craft_salon_twinkle@
yahoo.co.jp
TEL  090-1846-7848

連絡先　midori07219@gmail.com
http://m-beads.sakura.ne.jp/
TEL  090-1858-4880

連絡先　color7_beads@yahoo.co.jp
http://blogs.yahoo.co.jp/color7_
beads
TEL  090-5511-5915

連絡先　beadskoubou.kei@
gmail.com　http://ameblo.jp/
keadskoubou-kei/
TEL  090-2956-9057

連絡先　playthepiano-mitsuyo@
i.softbank.jp
http://pocoapoco.red
TEL  042-336-0616

連絡先　accessory_cosmos2010@
yahoo.co.jp　http://ameblo.jp/
accessory-cosmos/
TEL  090-2058-3931

連絡先　neko3yb@yahoo.co.jp
http://happymagic.jimdo.com
TEL  043-206-7112

連絡先　tomy-u@nifty.com
TEL  047-371-8686

連絡先　true-grace@ypost.plala.
or.jp
TEL  090-1313-9574

連絡先　noriko@niwashi.co.jp
TEL  048-549-2568

連絡先　misarin.yym.665@
docomo.ne.jp　http://ameblo.jp/
mee-co-rin/
TEL  090-2225-1274

連絡先　bijumarumi1922@gmail.
com
TEL  090-8806-7399

連絡先　miko_ok.b-z@softbank.
ne.jp　http://beadssalon.blog114.
fc2.com/
TEL  090-6040-6502

連絡先　atorieteru@i.softbank.jp
TEL  090-6257-9156

連絡先　asobi3gogo@gmail.com
TEL  090-1614-8803

連絡先　mizuki-n@k7.dion.ne.jp
TEL  090-1380-6551

連絡先　eripi910@ezweb.ne.jp
http://ameblo.jp/enjoybeads/
TEL  090-4259-7419

埼玉県 神奈川県／東京都

栃木県 東京都／千葉県

茨城県／千葉県／
東京都／埼玉県 東京都／埼玉県

北海道 東京都

北海道／神奈川県 千葉県

埼玉県 神奈川県

埼玉県／東京都 東京都

茨城県 東京都／神奈川県

青森県／岩手県／埼玉県 東京都／神奈川県

北海道 千葉県／埼玉県

埼玉県／静岡県 新潟県

埼玉県／群馬県／東京都 神奈川県

茨城県

埼玉県

宮城県／山形県 東京都

北海道 千葉県千葉県

富山県

埼玉県 神奈川県／東京都

茨城県 東京都／埼玉県

福島県

東京都

北海道

東京都

109108



川嶋佐由美

野島睦美

金原久美子

本多直子

舘谷真由美

中井恵子

山中由希子

出原三千世

せがわたまみ

西めぐみ

梅沢知代

橋本かおり

鈴木泰子

関しのぶ

南出佳奈

江端弥栄

松本由美子

渡辺友美

完山静華

小木曽智美

市区町村　近江八幡市、東近江市、
守山市、彦根市、大津市、日野町
最寄り駅　近江八幡駅、守山駅、南
彦根駅、堅田駅、瀬田駅

市区町村　春日井市、瀬戸市、小牧
市桃花台
最寄り駅　高蔵寺駅、瀬戸口駅

市区町村　浜松市
最寄り駅　浜松駅

市区町村　岡谷市
最寄り駅　岡谷駅

市区町村　富山市、婦中町
最寄り駅　富山駅、千里駅

市区町村　大阪市、堺市／神戸市、
西宮市、伊丹市／奈良市
最寄り駅　天王寺駅、駒川中野駅、
大阪上本町駅、堺駅／元町駅、西宮
北口駅、伊丹駅／奈良西大寺駅

市区町村　知多市、常滑市、半田市
最寄り駅　朝倉駅、榎戸駅、乙川駅

市区町村　日進市、豊田市、大府市、
瀬戸市、東郷町、名古屋市昭和区
最寄り駅　平針駅、豊田市駅、大府
駅、瀬戸市役所前駅、日進駅、八事
駅

市区町村　沼津市、伊豆市、駿東郡
最寄り駅　沼津駅、修善寺駅、三島
広小路駅

市区町村　金沢市
最寄り駅　金沢駅

市区町村　大阪市／京都市他
最寄り駅　堺筋本町駅、烏丸駅 他

市区町村　岡崎市、蒲郡市
最寄り駅　岡崎駅、蒲郡駅

市区町村　岡崎市
最寄り駅　岡崎駅

市区町村　沼津市、伊豆市、三島市
最寄り駅　沼津駅、片浜駅

市区町村　加賀市、金沢市、白山市
最寄り駅　加賀温泉駅、金沢駅、松
任駅

市区町村　東大阪市
最寄り駅　八戸ノ里駅

市区町村　名古屋市緑区
最寄り駅　鳴海駅

市区町村　名古屋市天白区、中川区、
中区、清須市、蟹江町
最寄り駅　相生山駅、荒子駅、栄駅、
蟹江駅

市区町村　御殿場市
最寄り駅　御殿場駅

市区町村　松本市、伊那市
最寄り駅　松本駅、伊那市駅

ビーズ工房「瑛」（ひかる）

Ai☆Sai★Beads

Creative Salon K-rose

ビーズ教室ペブルアート

Beads Studio アミ

ＦＳＫアクセサリー
クラフト教室

SNOWBEAR
ビーズ教室

ビーズぽっぷ

Rubimam*るびまむ*

Feel Heart

アヴァンセ

ビーズクーヘン

ビーズ工房
いろどりーむ（彩＊夢）

Everyday Beads Life!

Muzeo ムゼオ

ピノヴィオレッタ・
小阪カルチャー教室

ビーズボックスLaLa

Heliotrope

Calme
～カルムビーズ教室

Atelier aile
（アトリエ エル）

連絡先　hikarubead128@yahoo.
co.jp　http://bz-hikaru.com/
TEL 090-5132-8703

連絡先　aisaibeads@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/aisaibeads
TEL  090-2573-7957

連絡先　info@k-rose.jp
http://www.k-rose.jp/
TEL  053-488-5006

連絡先　naohon@tiara.ocn.ne.jp
TEL  0266-23-8783

連絡先　beads.s.ami.0819@
docomo.ne.jp
TEL  090-8093-2430

連絡先　f.s.k@aa.cyberhome.ne.jp
TEL  090-5066-0607

連絡先　snowbear430@yahoo.ne.jp
TEL  0562-56-0820

連絡先　mitiyo.pop-wan@ezweb.
ne.jp
TEL  090-3933-2232

連絡先　rubimam.0515@gmail.
com　http://ameblo.jp/rubimam/
TEL  090-5454-7233

連絡先　strawberryran1280025@
ezweb.ne.jp　http://ameblo.jp/feel-
heart2007/
TEL 090-3763-2544

連絡先　umezawa@kyoei-1.co.jp
http://www.avanc.jp/
TEL  090-8538-8337

連絡先　beads-kuchen.kabo@
ezweb.ne.jp
TEL  090-9337-4233

連絡先　suzuki-k-y@nifty.com
http://irodoriimu-miya.my.coocan.jp/
TEL  090-3950-4729

連絡先　sohyu@nifty.com
http://www.studio-seki.jp
http://ameblo.jp/nochico3
TEL  055-962-6558

連絡先　muzeo@biscuit.ocn.ne.jp
TEL  090-1631-8324

連絡先　pinovioletta@ymail.plala.
or.jp
http://www.kosaka-culture.com/
TEL  06-6724-0372
FAX  06-6723-3092

連絡先　yumi.m.0728@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/
BeadsboxLaLa/
TEL 052-891-6524

連絡先　heliotrope@leaf.ocn.ne.jp
http://plaza.rakuten.co.jp/
heliotropetomomo/
TEL  090-7868-6945

連絡先　calme-beads@docomo.
ne.jp
TEL  080-3069-3030

連絡先　ogiso-t128@yg8.so-net.
ne.jp
TEL  080-6930-4514

滋賀県

愛知県

長野県

富山県

大阪府／兵庫県／奈良県

愛知県

愛知県静岡県

静岡県

石川県

愛知県

愛知県

静岡県

石川県

大阪府

愛知県

愛知県

静岡県

長野県

大阪府／京都府他
近畿一円 谷本嘉惠

福田ひとみ

松本由美子

森本一美

北ノ原真弓

追立美幸

石橋佳子

松村美代子

堀田真美子

安田和美

長嶺小牧

道家太紀

小山裕子

松本友香

松尾淳子

玉城千登美

養父美穂子

松崎円

山田恵美

宮地左知子

市区町村　大分市中央町
最寄り駅　大分駅

市区町村　福岡市中央区
最寄り駅　西鉄バス 大濠公園南、大
濠

市区町村　萩市
最寄り駅　東萩駅

市区町村　三田市、神戸市
最寄り駅　ウッディタウン中央駅、
岡場駅

市区町村　大阪市北区
最寄り駅　梅田駅、中崎町駅

市区町村　鹿児島市
最寄り駅　谷山駅、広木駅、山田下
バス停

市区町村　福岡市
最寄り駅　箱崎駅

市区町村　岩国市、由宇町／大竹市
最寄り駅　南岩国駅、由宇駅／大竹
駅

市区町村　姫路市広畑区、神戸市中
央区／大阪市中央区
最寄り駅　夢前川駅、三宮駅／天満
橋駅

市区町村　池田市
最寄り駅　池田駅

市区町村　那覇市、南風原町、北中
城村
最寄り駅　首里駅 

市区町村　熊本市、菊陽町、南阿蘇村
最寄り駅　熊本駅、光の森駅

市区町村　北九州市小倉北区、福岡
市東区
最寄り駅　西小倉駅、千早駅

市区町村　神戸市中央区、灘区
最寄り駅　三宮駅、六甲駅

市区町村　泉佐野市
最寄り駅　泉佐野駅

市区町村　那覇市
最寄り駅　仲井真バス停前 TSUTA
YA 国場店正面

市区町村　大分市、臼杵市
最寄り駅　大分駅、臼杵駅

市区町村　福岡市、太宰府市、糟屋
郡
最寄り駅　博多駅、橋本駅 他

市区町村　広島市西区・中区
最寄り駅　横川駅、西広島駅、本通
駅

市区町村　姫路市、加古川市
最寄り駅　姫路駅、飾磨駅、別府駅

le.vitrail

Latowa～ラトゥワ～

ビーズサミューゼ

Sweet（スウィート）

elm green
（エルムグリーン）

ビーズ＆クラフト工房
ナティーオ

ビーズ工房 Boo's B

アトリエ Fleur

ぶどうの木

アトリエCHERRY 
BLOSSOM

ビーズショップ
すずめファクトリー

アトリエ
Nature（ナチュール）

アトリエYuko

fleur fleur kobe
（フルールフルール）

ビーズストリーム

-yui.-

Atelier Etoile

nana-beads

アトリエChocoo

スマイルハート

連絡先　y8700921@gmail.com
TEL  090-4519-7224

連絡先　spyz7f79@able.ocn.ne.jp
TEL  090-8770-1206

連絡先　ymatsu1950@hi2.enjoy.
ne.jp
TEL  0838-22-6175

連絡先　sweet-km@jttk.zaq.ne.jp
TEL  090-5065-4181

連絡先　info@elmgreen.jp
http://www.elmgreen.jp
TEL  06-6373-7787

連絡先　infonatio@san.bbiq.jp
http://www.natio.jp/
TEL  099-265-2231

連絡先　TEL 090-8663-2565

連絡先　miyo-fleur-beads@
docomo.ne.jp
http://s.ameblo.jp/miyo-fleur/
TEL  090-5371-5753

連絡先　budounoki.mamiko@
docomo.ne.jp
TEL  090-2011-5788

連絡先　f-yasuda@wombat.zaq.
ne.jp　http://ameblo.jp/cherry0383
TEL  090-1073-6649

連絡先　tilyurume@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/suzumefc/
TEL  098-885-3715

連絡先　taki_chan_ jp@yahoo.co.jp
http://www.atelier-nature.net
TEL  090-8606-9943

連絡先　yuko.k@kyj.biglobe.ne.jp
TEL  090-2392-4584

連絡先　fleur.fleur.1216@gmail.
com　http://fleur-fleur-kobe.jimdo.
com/
TEL  080-7041-8661

連絡先　jmatsuo@art.zaq.jp
http://www.kyurindo.com
TEL  090-3375-0577

連絡先　allure.yui@gmail.com
TEL  090-3797-2124

連絡先　ae-dolce@etoile35.jp
http://www.etoile35.jp/
TEL  090-8764-4486

連絡先　nana77beads@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/nana-beads77/
TEL  090-7395-4417

連絡先　pipi-07@nifty.ne.jp
http://homepage3.nifty.com/chocoo/
TEL  090-3632-0481

連絡先　atelier@smile-heart.info
http://www.smile-heart.info/
TEL  080-3117-3573

大分県

福岡県

山口県

兵庫県

大阪府

鹿児島県

福岡県

山口県

兵庫県／大阪府

大阪府

沖縄県

熊本県

福岡県

兵庫県

大阪府

沖縄県

大分県

福岡県

広島県

兵庫県

111110


