出張講座可

〈所在地〉宇都宮市 〈最寄り駅〉ＪＲ・東武線 宇都宮駅

わくわく♪デコ巻きずし・デコもち教室
Mail: bambic@topaz.plala.or.jp
Tel: 090-8638-3097

木村

みーやん

M's

Mail: masakobuta@i.softbank.jp
Tel: 070-5621-9921

黒澤

昌子

Mail: syukie@k-macs.ne.jp
Tel: 090-7525-0305

菅原

幸枝

Mail: hatsue@flower-pure.com
Tel: 023-647-2526

多田

葉津恵

Mail: masakobuta@i.softbank.jp
Tel: 070-5621-9921

黒澤

昌子

Mail: mhobby-art52sakaida@docomo.ne.jp
Tel: 090-7932-2172

境田

美代子

Mail: o8o10617142@docomo.ne.jp
Tel: 080-1061-7142

芳賀

栄子

Mail: kirakiramikasha@gmail.com
Tel: 090-4846-9096

青木

プレジール ～
相良

史子

出津

有理

野口

みはる

美奈子

Oishii kitchen

Mail: naturalwashocook7@gmail.com
Tel: 080-6516-7617

Ayaka

Bon Moment.

Mail: cocoahennainu@icloud.com
Tel: 090-8178-4266

大日方

洋子

HELLO ! デコ ROLL 寿司
Mail: ka-mi-aurora@docomo.ne.jp
Tel: 090-7199-1257

Kazumi

ドリームキッチン

Mail: nagai3232@gmail.com
Tel: 090-1816-6796

永井

礼子

松本

綾子

みんな喜ぶデコ巻きずし教室
Mail: mtmtayk75@gmail.com
Tel: 090-5401-6528

食を飾るフードアート HAPPYROLL
Mail: happyroll.michi@gmail.com
Tel: 080-5032-1668

なかむら

みちこ

おもしろデコ巻きずし・デコもち教室 “おいしいエプロン”
Mail: 4269sk@gmail.com
Tel: 090-9012-1929

松原

聖絵

おの

DECO RUOKA ぴっくみゅーのデコフード教室
Mail: revontuli@hotmail.co.jp
Tel: 090-5505-1856

ふじわら

めぐみ

〈所在地〉印旛郡 〈最寄り駅〉成田駅、安食駅

Challenge DECO

まなみ

デコ巻きずし

デコもち教室

Mail: iha.meat@docomo.ne.jp
Tel: 090-4059-9627

miu
みうら

しずか

〈所在地〉港区 〈最寄り駅〉麻布十番駅

kei

上波

恵子

東京都

栃木県

〈所在地〉佐野市 〈最寄り駅〉佐野市堀米駅

千葉県

栃木県

〈所在地〉栃木市 〈最寄り駅〉東武線 新大平下駅、両毛線 大平下駅

Mail: keiko.vivid.728@ezweb.ne.jp
Tel: 0283-21-0771

下山

〈所在地〉松戸市 〈最寄り駅〉JR 松戸駅

デコ巻き寿司マイスター小春さんの教室

千葉県

茨城県

〈所在地〉かすみがうら市 〈最寄り駅〉神立駅

千葉県

茨城県

Mail: newrice.decoroll@gmail.com
Tel: 090-5503-2547

Lupinus

Mail: minako_6537@yahoo.co.jp
Tel: 048-708-6230

〈所在地〉船橋市 〈最寄り駅〉海神駅

デコ巻きずし・デコもち・デコ和菓子教室 Deco roll

Mail: edogawa4152501@gmail.com
Tel: 090-2655-9158

クラフトハウス Rose Mi-

〈所在地〉船橋市 〈最寄り駅〉船橋日大前駅、北習志野駅

千葉県

茨城県

ル

美加

〈所在地〉牛久市 〈最寄り駅〉牛久駅

Mail: makimonogucchi@gmail.com

史代

〈所在地〉北足立郡 〈最寄り駅〉丸山駅

スターダスト☆ mikasha

埼玉県

茨城県

〈所在地〉土浦市 〈最寄り駅〉JR 常磐線 荒川沖駅

Mail: sagara@ivy.ocn.ne.jp
Tel: 090-7820-9084

Mail: fumiyo.decosushi@gmail.com
Tel: 080-6564-3996

〈所在地〉蓮田市 〈最寄り駅〉蓮田駅

巻きずし工房

埼玉県

福島県

〈所在地〉郡山市 〈最寄り駅〉郡山駅

L'atelier Le・ Plaisir ～アトリエ

高橋

子連れも ok ！のデコ巻きずし教室

〈所在地〉草加市 〈最寄り駅〉獨協大学前駅

SAKAIDA

埼玉県

福島県

〈所在地〉郡山市 〈最寄り駅〉郡山駅

〈所在地〉古河市 〈最寄り駅〉JR 古河駅

善子

〈所在地〉さいたま市緑区

かふぇ

埼玉県

福島県

〈所在地〉福島市 〈最寄り駅〉JR 福島駅

ホビー工房

西澤

〈所在地〉さいたま市中央区 〈最寄り駅〉南与野駅

山形デコ巻きクラブ（フラワースクールピュア）

埼玉県

山形県

〈所在地〉山形市 〈最寄り駅〉山形駅

M's

Mail: maki.maki.zenko@gmail.com
Tel: 050-5316-5065

〈所在地〉さいたま市見沼区 〈最寄り駅〉大宮駅（バス 15 分）

すし絵のデコ巻きずし教室

埼玉県

宮城県

〈所在地〉気仙沼市

巻

ぜんこの楽しい maki*maki* 教室＠宇都宮

〈所在地〉那須塩原市 〈最寄り駅〉JR 西那須野駅、那須塩原駅

かふぇ

栃木県

宮城県

〈所在地〉仙台市 〈最寄り駅〉仙台駅

栃木県

北海道

〈所在地〉札幌市 〈最寄り駅〉札幌駅、円山公園駅ほか

デコ寿司・飾り巻き寿司・デコもち教室 KURULIN くるりん
Mail: kurulin24@gmail.com
Tel: 090-1456-5901

下野

ひとみ

〈所在地〉桑名市 〈最寄り駅〉桑名駅

三重県

東京都

〈所在地〉港区 〈最寄り駅〉東京メトロ表参道駅

Aoyama Kitchen

Mail: aoyama-kitchen@maplease.co.jp
Tel: 03-5766-2251

かおる

Mail: tsurumiko8@gmail.com
Tel: 090-1850-9496

鶴見

美子

飾り巻き寿司教室

Mail: taneyuko@yahoo.co.jp
Tel: 090-1737-1825

ほしの

Mail: hirolala31@gmail.com
Tel: 090-1036-8619

沖田

浩子

聞寿庵

Mail: tamtam9999@gmail.com
Tel: 090-4537-8491

田村

みゆき

Mail: miwako.ashida@gmail.com
Tel: 03-5466-0906

芦田

美和子

Mail: seiko.w.cooking@gmail.com

えがしら せいこ

Mail: akiyama@cookart.co.jp
Tel: 03-6753-1842

秋山

直美

森田

多恵子

Mail: maki.maki.zenko@gmail.com
Tel: 050-5316-5065

西澤

善子

鈴木

メイ

真由美

沼田

美奈

飾巻子（恒岡恵美）

デコすし教室

RoLL-Yumi

Mail: yumi.yumi.happy.86@gmail.com
Tel: 090-3848-2916

内田 弓美子 (Roll-yumi)

こころとからだに楽しいお料理教室
Mail: sasuke88888@yahoo.co.jp
Tel: 080-5707-0490

西田辺駅

KOTORI 3
藤野

麻有

大阪

巻子

大阪巻子デコ巻きずし教室
Mail: toko.colore@gmail.com
Tel: 090-3927-5265

亀ママお料理教室

Mail: kmymktm_39@ezweb.ne.jp
Tel: 090-5970-4910

亀山

勝美

ゆか巻子のデコ巻き教室
Mail: yukamakiko0203@gmail.com
Tel: 090-5058-9584

ゆか巻子

細巻子の和み倶楽部
Mail: tsunerin24@gmail.com
Tel: 090-7768-3047

細川

恒子

松山

智美

Heart Food Labo デコ巻きずし教室
Mail: hello@heartfoodlabo.com
Tel: 090-1951-0302

デコずしキッチン

Mail: 1043-ikeda@sakai.zaq.ne.jp
Tel: 090-5887-7827

池田

壽美（寿し

〈所在地〉堺市中区 〈最寄り駅〉南海高野線 初芝駅

くみまきこデコ巻き教室

藤村

久美

渡辺

由美香

巻子）

Dream Design Laboratory -Japanese Kitchen OsakaMail: satomi@dreamdesignlab.com
Tel: 090-6602-6717

奥田

聡美

〈所在地〉泉佐野市 〈最寄り駅〉南海本線 泉佐野駅、ＪＲ りんくうタウン駅

おすまし巻子教室

大阪府

三重県

〈所在地〉津市 〈最寄り駅〉南ヶ丘駅、久居駅、津駅

大阪府

愛知県

〈所在地〉西春日井郡 〈最寄り駅〉西春駅、上小田井駅

Mail: hanahina1606@gmail.com
Tel: 090-6762-8777

Mail: info@manoclasse-emi.com
Tel: 080-5702-1698

〈所在地〉堺市中区 〈最寄り駅〉泉北鉄道 泉ヶ丘駅

エデン

大阪府

山梨県

〈所在地〉甲州市 〈最寄り駅〉塩山駅（徒歩 5 分）

デコ巻き寿司 & デコもち

Mano Classe Emi

〈所在地〉堺市西区 〈最寄り駅〉JR 鳳駅（徒歩８分）

May's Cooking Hayama

大阪府

神奈川県

〈所在地〉三浦郡 〈最寄り駅〉JR 逗子駅、京急新逗子駅

Mail: kuryunakaza1012@gmail.com
Tel: 090-9937-6835

典子

〈所在地〉堺市西区 〈最寄り駅〉ＪＲ阪和線 津久野駅、鳳駅

ぜんこの楽しい maki*maki* 教室

大阪府

神奈川県

〈所在地〉大和市 〈最寄り駅〉田園都市線 つきみ野駅

Mail: mimieden21@yahoo.co.jp
Tel: 090-4723-8210

梶原

〈所在地〉堺市

小田急線 向ヶ丘遊園教室

大阪府

神奈川県

〈所在地〉川崎市多摩区 〈最寄り駅〉向ヶ丘遊園駅

ミミ

Mail: terakoyanorikororin@gmail.com
Tel: 090-3863-6201

〈所在地〉大阪市福島区 〈最寄り駅〉JR 野田駅、阪神野田駅、大阪メトロ野田阪神駅

２３番地 cook ～人と料理の交差点

大阪府

東京都

〈所在地〉練馬区 〈最寄り駅〉富士見台駅

Mail: mays.cooking.hayama@gmail.com
Tel: 090-2231-7837

寺子屋のりころりん

〈所在地〉大阪市北区 〈最寄り駅〉中崎町駅

cooking space "Wa"

大阪府

東京都

〈所在地〉板橋区 〈最寄り駅〉東武東上線東武練馬駅

Mail: arahisoy@hotmail.com
Tel: 080-3368-1123

巻子・デラックス

〈所在地〉大阪市阿倍野区 〈最寄り駅〉地下鉄御堂筋線

パフスリーブス

大阪府

東京都

〈所在地〉渋谷区 〈最寄り駅〉恵比寿駅、渋谷駅

デコ巻きずし

Mail: ohana120731@i.softbank.jp
Tel: 090-2358-3557

〈所在地〉大阪市阿倍野区 〈最寄り駅〉御堂筋線 天王寺駅、西田辺駅

大阪府

東京都

〈所在地〉渋谷区 〈最寄り駅〉東京メトロ千代田線 小田急線、代々木上原駅

巻きずし教室

巻き巻き教室

〈所在地〉大阪市阿倍野区 〈最寄り駅〉阪堺電鉄 北畠駅

hiro's roll

大阪府

東京都

〈所在地〉世田谷区 〈最寄り駅〉東北沢駅、下北沢駅、池ノ上駅

飾り巻きずし教室

まきまきぽろろん（堀井由貴）

〈所在地〉京都市 〈最寄り駅〉JR 丹波口駅、阪急大宮駅

京都府

東京都

〈所在地〉大田区 〈最寄り駅〉鵜の木駅（東急多摩川線）

鵜の木の木

Mail: hukurin0823@gmail.com
Tel: 090-1753-9859

〈所在地〉近江八幡市 〈最寄り駅〉近江八幡駅、能登川駅

salon de lalapan

滋賀県

東京都

〈所在地〉港区 〈最寄り駅〉田町駅、三田駅

ぽろろんのデコ巻きずし教室

うずまきこの古民家つばめ教室
Mail: uzumakiko55@gmail.com
Tel: 090-3921-0009

うずまきこ

Happy Smile クッキング～パンとお寿司の教室
Mail: info@happysmile-c.com
Tel: 090-1225-5089

畑

たみこ

Mail: warai-makiko@outlook.jp
Tel: 090-8122-2599

笑

巻子

Mail: uepy104@gmail.com
Tel: 090-2060-2425

上野

由佳

フローレンス

藏端

小百合 （紀の川巻子）

倉敷

料理屋女将ちゃんのデコ巻きずしレッスン

Mail: yanmi-mi@ezweb.ne.jp
Tel: 086-485-2240

やまがた

みさこ

Mail: dudu614@disney.ne.jp
Tel: 090-8820-0566

小西

香月

Mail: Gangan19parizumu62kirara@outlook.jp
Tel: 090-9463-4759

武田

折恵

下手

知子

こむぎ巻子のデコ巻きずし教室
Mail: mtyas-s@c-able.ne.jp
Tel: 0837-58-0324

〈所在地〉山陽小野田市 〈最寄り駅〉JR 小野田線 南中川駅

オハナろーる～ Ohana・Roll ～
Mail: ohanaroll087@gmail.com
Tel: 090-8466-7598

芝

智子

ノリちゃんと海苔 2 巻っきー
Mail: yorozu119@gmail.com
Tel: 090-1557-2369

海苔 nori 巻子

〈所在地〉吉野川市

一般社団法人 CraftLab
Mail: hone1288@yahoo.co.jp
Tel: 090-5123-5526

モモケル ( 石原 当代 )

デコ巻 Smile

Mail: yjt99ngrnse7d6kx437v@docomo.ne.jp
Tel: 090-9450-7444

大草

ゆかり

〈所在地〉高松市

Lily-Casablanca

Mail: lilycasablanca.08@gmail.com
Tel: 080-8520-8998

神戸

巻子

野梨のりこのデコ巻ずし・デコもち・デコ弁教室
Mail: norinoriko.20140619@gmail.com
Tel: 090-7782-3869

野梨

のりこ

〈所在地〉松山市

ユニバーサルデザイナーズアカデミー
Mail: hana@seika-co.jp
Tel: 0797-25-5155

長井

睦美

デコ巻きずし・スイーツ・ハンドメイドのお教室 Clover deco Kitchen
Mail: dekomakiko@ymobile.ne.jp
Tel: 080-4761-1128

定本

由恵

Mail: nanaco-kingyo@i.softbank.jp
Tel: 090-4782-8738

野梨真樹子 ( たなかゆかり )

熊本 飾り巻き寿司教室【でこまき】
Mail: decomaki9696@gmail.com
Tel: 090-6776-0205

そうだまさみ（デコレール巻子）

〈所在地〉別府市 〈最寄り駅〉別府大学駅

はっぴーろーる たからづか
Mail: noriko.ueda0902@gmail.com
Tel: 080-3806-1468

植田

紀子

Jelly Beans Kitchen（ジェリービーンズキッチン）
宝塚巻子ジュリ／ JuRi（じゅり）

Mail: hanamakiko1219@gmail.com
Tel: 090-4277-7314

本木

美登里

Mail: kawano-m@joy.ocn.ne.jp
Tel: 090-5383-1492

河野

叔子

くるくまりん倶楽部

Mail: thagiwara1947@gmail.com
Tel: 090-1072-5886

眞美子（さくら巻子）

Make A Wish

ナンシー巻子 ( 山口直美）

お稽古サロン Ｊ -style

海外（タイ ）

和歌山県

吉田

デコ巻きずし体験教室

Mail: naomi-tomomi-yamaguchi@ezweb.ne.jp
Tel: 090-1952-3288

久美

実践教育ラボ

〈所在地〉与那原町

JiJi

〈所在地〉紀の川市 〈最寄り駅〉JR 下井阪駅

石井

kawano の台所

沖縄県

奈良県

〈所在地〉北葛城郡 〈最寄り駅〉JR 王寺駅
Mail: atelier.jiji.makimaki@gmail.com

Mail: kerorin.fight.kake.5@gmail.com
Tel: 080-5209-6109

〈所在地〉那覇市 〈最寄り駅〉沖縄都市モノレール線 旭橋駅

花巻子のデコ巻きずし教室

沖縄県

奈良県

〈所在地〉生駒市

kerorin ちゃんの手作り教室

〈所在地〉竹田市 〈最寄り駅〉豊後竹田駅

大分県

兵庫県

〈所在地〉宝塚市 〈最寄り駅〉阪急売布神社駅、JR 中山寺駅

大分県

兵庫県

〈所在地〉宝塚市 〈最寄り駅〉阪急清荒神駅

のりまきこデコずし教室

〈所在地〉熊本市

熊本県

兵庫県

〈所在地〉伊丹市 〈最寄り駅〉JR 伊丹駅、阪急伊丹駅

愛媛県

兵庫県

〈所在地〉芦屋市 〈最寄り駅〉芦屋駅

香川県

兵庫県

〈所在地〉西宮市 〈最寄り駅〉阪急西宮北口駅

徳島県

兵庫県

〈所在地〉西宮市 〈最寄り駅〉阪急電鉄 西宮北口駅

山口県

兵庫県

〈所在地〉明石市 〈最寄り駅〉ＪＲ西明石駅

広島市安佐北区デコ巻きすし・あんケーキ・和菓子が楽しめる教室

〈所在地〉美祢市 〈最寄り駅〉厚保駅、厚狭駅

山口県

大阪府

〈所在地〉大阪狭山市 〈最寄り駅〉南海高野線 金剛駅、泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅

ナンシー巻き子の

Mail: sa13pare@gmail.com
Tel: 090-1894-4518

〈所在地〉広島市安佐北区 〈最寄り駅〉下深川駅

桃巻子教室

広島県

大阪府

〈所在地〉東大阪市 〈最寄り駅〉近鉄奈良線 若江岩田駅

アトリエ

力寿しのデコ巻き

〈所在地〉倉敷市 〈最寄り駅〉JR 植松駅

笑 巻子のデコ巻きずし教室

Mail: jelly.beans.kitchen@gmail.com
Tel: 080-6237-0226

〈所在地〉紀の川市 〈最寄り駅〉JR 粉河駅

岡山県

大阪府

〈所在地〉箕面市 〈最寄り駅〉北千里駅、千里中央駅

和歌山県

大阪府

〈所在地〉河内長野市 〈最寄り駅〉南海高野線 美加の台駅、三日市町駅、河内長野駅

Asobi Cocoro

Mail: s66rose22f@ezweb.ne.jp
Tel: 090-1942-6182

池原

淳子

〈所在地〉Rama 2 Rd. Bangkok 〈最寄り駅〉15 minutes by taxi from Wutthakat station
Mail: athaneeporn@gmail.com
Tel: +66897745315

Athaneeporn Boonrad

