
ビードルワークが学べるお教室一覧

都道府県 お教室名 主宰者名 通信 所在地 ＴＥＬ メール

北海道 Enjoy Beads Life　ビーズ教室 石井　朋美 札幌市 090‐3113‐1052 tomomiy@cocoa.ocn.ne.jp

北海道 エタｰナル　カラー 木寅　視有綺
●

札幌市、苫小牧市、千歳市、岩見沢
市

090-1383-7527 qftpq441@ybb.ne.jp

北海道 ｱﾄﾘｴ　ピュアスウィート 佐藤　明美
●

札幌市厚別区、中央区 090-2072-2735 akerin@poppy.ocn.ne.jp

北海道 ｈａｎｄ　ｍａｄｅ　ｓｅｅｄｓ 菅沼　暁子
●

札幌市中央区、旭川市 090-9757-1519 jelly.beans@jcom.home.ne.jp

北海道 工房　めがねゆきうさぎ すみえ(住友　静恵)
●

札幌市、岩見沢市、小樽市、旭川市 090-6879-4236 megane_yukiusagi@yahoo.co.jp

北海道 アクセサリー　ＣＯＳＭＯＳ 長村　美香子
●

千歳市 090-2058－3931 accessory_cosmos2010@yahoo.co.jp

北海道 アトリエ　「リラ」 室木　かよ子
●

伊達市（自宅教室）、室蘭市（ミンクー
ル教室）

090-3773-1669 rairakku@ipone.ne.jp

青森県、岩手
県

アトリエ　Apricot 梅村　里美
●

弘前市、八戸市、盛岡市 090-7337－1234 apricot_satomi_3103@yahoo.co.jp

青森県 アトリエ　ＣｏＣｏ　ｆｉｏｒｅ 三浦　貢子
●

八戸市 080-1824-4543 lavender.coco.6114@docomo.ne.jp

岩手県 アトリエ　Cherry.C 岩部　直子
●

盛岡市 090-5355-8832 cherry.c.0218@docomo.ne.jp


宮城県 岩間　久子 岩間　久子
●

仙台市青葉区本町 090-1494-0927 iwama@k5.dion.ne.jp

宮城県 My precious(ﾏｲﾌﾟﾚｼｬｽ) 根田史子
●

宮城県仙台市泉区 022-276-1553 dprjc-m24317@ipone.ne.jp

宮城県、福島
県、山形県

Ｒｏｓｙ　Ｄｒｏｐｓ 鈴木　博子
●

仙台市、福島市、山形市 090-8256-3989 rosy-drops@fuga.ocn.ne.jp

宮城県 ビーズ工房Kei 新田　佳子
●

岩沼市、仙台市 090-2956-9057 ks-house@par.odn.ne.jp

宮城県 Ｊｅｗｅｌｒｙ　Ｆｏｒｅｓｔ 森谷　祐子
●

仙台市、名取市 090-4314-4672 yukomoriya22@yahoo.co.jp

秋田県 Beads Heart(ビーズハート) 高橋　香
●

秋田市 090-7684-0570 k-takahashi@beadsheart.com

山形県、宮城
県、福島県

ジュエリーとお花の教室　Un jardin du jardin 小笠原園子(その
香・３NOKKO) ●

山形市、上山市、仙台市、福島市 090-1498-9100 a_garden@agate.plala.or.jp

福島県 Beadwork DUKE Hisaco（ひさこ）
●

福島県会津若松市門田町飯寺字村
西

090-7078-1168 info@@beadwork-duke.com

福島県 アトリエ　teru 草野　輝美
●

いわき市 090-6257-9156 u4dbfb2c725q49@softbank.ne.jp

茨城県 手作り工房　Twinkle 上牧　幸子
●

水戸市 029-232-3558 y_soleil_15@yahoo.co.jp

茨城県 ビーズジュエリー　美 小林美代子 守谷市、龍ヶ崎市 090-8806－7399 ma-rumi@hotmail.co.jp

茨城県 Studio stella 坂本　美奈子
●

茨城県かすみがうら市 080-6662-1392 plum375@yahoo.co.jp

茨城県 Bead Soup (　ビードスープ　) スズキ　タカコ
●

取手市 080-3392-3870 beadsoup@ac.auone-net.jp

茨城県 ビーズ教室はいしま 配島　信子
●

常総市 080-1029-7522 haishima@tbz.t-com.ne.jp 

茨城県 アトリエ　庵ｂａｒ 横須賀　康代
●

水戸市 029-247-9813 an-bar@vmail.plala.or.jp

茨城県 ビーズ工房　Happy door 磯部　ひろみ
●

つくば市、土浦市、かすみがうら市 080-3009-8368 hiromiisobe@nifty.com

茨城県 ビーズ工房　あとりえ ぺるル 組橋　みどり
●

水戸市 090-1858-4880 midori07219@gmail.com

栃木県 アウローラ 石井　暁子
●

足利市 090-6012-2183

栃木県 embrace　～エンブレイス～ 川名　洋子
●

宇都宮市、河内郡 090-5498-7828 jesse.k@nifty.com

栃木県 アトリエ　そうび 菊地　斉子
●

宇都宮市、上三川町、小山市 090-4610-8704 seiko-k@bc5.so-net.ne.jp

栃木県 Milky Beads 坂寄　愛子
●

栃木県宇都宮市塙田 090-4026-0544 milky-beads@kke.biglobe.ne.jp

栃木県 出﨑　奈穂子
●

下野市祇園 080-1153-0578 ikazed@nifty.com

栃木県 ビーズ＆クロッシェｈａｎｅ 羽石　キミ子
●

佐野市 0283-62-6155 hane@mx.takauji.or.jp

栃木県 ビーズアトリエ・M 吉井 恵美子
●

宇都宮市駒生町、宿郷、上横田町 080-5671-1580 beads_emikoubou@yahoo.co.jp

栃木県 Atelier　*a z*　アクセサリー教室 田中 志保
●

宇都宮市宮本町・西川田町 090-5303-1108 info@happy-az.com

群馬県 ビーズジュエリー教室　Liｂｒe 金丸　京子
●

群馬県吾妻郡草津町 0279-88-2342 na-mi-yu@ezweb.ne.jp

群馬県、埼玉
県、栃木県

アトリエｆｉｏｒｅ（アートクレイ工房GUNMA） 木崎　由美
●

前橋市、高崎市、安中市、伊勢崎
市、太田市、桐生市、足利市、鴻巣
市

090-6199-6311 fiore831yk@yahoo.co.jp

群馬県 橳島　さい子
●

高崎市 027-387-7653

埼玉県 アトリエ　ゆうな 浅野　美智子
●

埼玉県狭山市新狭山 080-5051-7263 beader66835@yahoo.co.jp

埼玉県 アトリエ　SORA 伊藤　文美 鴻巣市 048-543-5770 beads-sora@fol.hi-ho.ne.jp

埼玉県、東京
都

アトリエ　ジュエビー 門田　ゆき子
●

和光市、さいたま市、練馬区 048-466-5234 jewebea66@r6.dion.ne.jp

埼玉、群馬、
東京

Ｒｏｓｅ　Ｈｅａｒｔ 金井　正子
●

鴻巣、吹上、熊谷、行田、深谷、羽
生、加須、幸手、太田、池袋

048-548-5748 rose_heart@skyblue.ocn.ne.jp

埼玉県 アトリエN'sパレット 栗本　典子
●

行田市、熊谷市、久喜市、越谷市 048-549-2568 noriko@niwashi.co.jp

埼玉県 ｂｉｊｏｕｘｂｉｊｏｕ(びじゅびじゅ) 齋木　由香
●

富士見市 080-3981-1128 yukasara1216@gmail.com

埼玉県 BEADS ROOM Angel Heart 澤口　恵利
●

さいたま市大宮区、春日部、幸手、新
所沢、新三郷

048－649-6899 h.sawa@d9.dion.ne.jp

埼玉県 Ｂａｍｇｓ　ビーズ教室 柴道　敏子 川口市 090-3134-8526 t_shibamichi@clock.ocn.ne.jp

埼玉県 Ｂｅａｄｓ　Ｂｅｌｌ 鈴木　清美
●

さいたま市、川越市 090-7251-1509 kiyomi.s.11@docomo.ne.jp

埼玉県川口
市

atelier 真珠月 ～shidzuki～ 早出　理恵
●

埼玉県川口市 090-6340-8796 riexx@ab.auone-net.jp

埼玉県 ピアチェーレ 富澤　圭子
●

川口市、熊谷市、草加市 048-269-7776 bfa_piacere@infoseek.jp

埼玉県 アトリエ浪漫花 宮川たま枝
●

鴻巣市赤見台 048-559-1617 littlexxxtown2000@yahoo.co.jp

埼玉県 ビーズジュエリー　「チョコ」 山下　幸子
●

浦和、上尾、西川口 048-825-8133 kinki_daisuki.1027yukko-@docomo.ne.jp

埼玉県 Plaisir 山本　みどり
●

北本市 048-593-5270 midori57@zpost.plala.or.jp

埼玉県、神奈
川県

渡部　裕子
●

さいたま市、越谷市、蓮田市、横浜市 048-966-8768 mm6452mn@or2.fiberbit.net

埼玉県 び～ず☆TAMA 高取　玉江
●

埼玉県鶴ヶ島市脚折 080-3596-8474 howdy-by.tama@softbank.ne.jp

直接お教室へお問合せください。
（電話がつながらない場合は、ビードルワークアソシエイツまでメールでご連絡ください＜bs-beadle@coronet-net.co.jp＞）

　　↓【通信】欄に●印があるお教室は、通信講座のお申込みも受付けております。
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埼玉県 アトリエ　オランジェ 田中千華 埼玉県所沢市 080-6546-8155 ck.chan@jcom.home.ne.jp

埼玉県、千葉
県

ちさのこ 木谷　理恵
●

埼玉県三郷市 048-958-8682 chisanoco@chisanoco.jp

千葉県 ＹＵＫＯビーズ教室、
聖徳大学オープン・アカデミー

工藤　裕子
●

市川市、松戸市 090-4663-0261
047-365-3601

beadsart777@yahoo.co.jp

千葉県、茨城
県、神奈川県

Apricot　Tree 石井　真由美
●

千葉県松戸市、茨城県取手市、茨城
県つくば市、神奈川県横浜市西区

090-3546-0421 i.mayuzou@nifty.com

千葉県 La Belle 泉　隆子
●

松戸市、我孫子市 080-5020-0771 kizumi@rj9.so-net.ne.jp

千葉県 ビーズの実 いのうえ　めぐみ
●

柏市、流山市 080-5051-9108 http://ameblo.jp/beads-no-mi/

千葉県 マニュー工房 植木　理志 市川市、船橋市
松戸市、鎌ヶ谷市

047－371-8686 tomy-u@nifty.com

千葉県、東京
都

Aiai  ビーズジュエリー Aiai　真理 船橋市、セブンカルチャー八千代、セ
ブンカルチャー成田、読売文化セン
ター恵比寿

047-433-2188 aiai-world@nifty.com

千葉県 ローズリリー 河村　由美
●

千葉県市川市堀の内 ０４７－３７２－７２７１ karendrem@yahoo.co.jp

千葉県 beads J&A 小坂　あや子

●

ジョイフル２富里店・千葉NT店、ボン
ベルタ成田、旭サンモール

090-5772-9502 kosaka@catv296.ne.jp

千葉県 ＡｍｉＡｍｉ 相良　恵
●

鎌ケ谷市 047-443-5158 megus1031@pu3.fiberbit.net

千葉県 Beadｓ.Lily　☆　K 鈴木　恵子
●

千葉市中央区、美浜区 043-277-9570 keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp

千葉県 Bead.wakakusa 鈴木　由美子
●

我孫子市 080-4682-8913 wakakusa.y@i.softbank.jp

千葉県、東京
都

Felice～フェリーチェ～ 周藤　紀美惠
●

市川、千葉、五井、鎌取、柏、検見
川、八柱、西新宿

047-326-6695 info@kimiyell.com

千葉県、東京
都

Charm 関　けい子
●

新松戸、新浦安、池袋、金町、船橋、
八柱、北柏、取手

090-5501-1085 charm@s-charm.com

千葉県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｂｅａｄｓ　ｂｉｊｏｕ(アトリエ　ビーズ　ビジュウ) 髙橋　敦子
●

柏市 04-7133-5321 ako.t-happyrabbit@nifty.com

千葉県 beads craft ～ivy～ 中西　真美
●

茂原市、市原市、いすみ市、大網白
里市、東金市

090-8818-4539 n5mmk@yahoo.co.jp

千葉県 Happy  Magic(ハッピーマジック） 馬場　裕子
●

千葉市 043-206-7112 neko3yb@yahoo.co.jp

千葉県、埼玉
県

SUN　ビーズ教室 ハマダ　ミチコ
●

新松戸、北小金、津田沼、南越谷、
新越谷

080-5424-1351 magyou2@yahoo.co.jp

千葉県 マノファーレ 廣島　美香子
●

印旛郡栄町、印西市小林 080-5095-9932 large-ile.mikako@ezweb.ne.jp

千葉県 ビーズワークショップ　Revontuli ふじわら　めぐみ
●

松戸市内2ヶ所 090-5505－1856 http://revontuli55.blog12.fc2.com/

千葉県、長野
県

アート工房　Mint*Blue 武井　みゆき
●

松戸市、長野市 090-3068-7839 beadsxxx@aol.com

千葉県 Mitsuru工房 吉田　美鶴
●

千葉市 090-8054-0003 y326mitsuru@ezweb.ne.jp

千葉県 アトリエjoy 斉藤　恵子
●

千葉県習志野市袖ヶ浦 047-451-9493

東京都 ビーズアクセサリーBlue-Bell 青木　恵理
●

墨田区、足立区 080-5457-9792 bluebell@s6.dion.ne.jp

東京都 工房*紗樹舞樹（さきまき） 浅田　純代
●

杉並区、練馬区 090-2165-3654 saki_shake0211@yahoo.co.jp

東京都 ｅ-ｍａｋｅ　ビーズ教室 池田　英里子
●

三鷹市 0422-26-6607 eripi910@ezweb.ne.jp

東京都、神奈
川県

アトリエALICE 池永　あつ子
●

世田谷区、目黒区、足立区、武蔵境
市、川崎市、横浜市

090-2218-5358 atelieralice210@yahoo.co.jp

東京都 42 Linkside 伊沢　美子
●

江東区 080-3383-7545 yoshikoizawa@hotmail.com

東京都 ビーズクラブ俊 石川　フジ子 足立区 03-3870-8163 edo.fuji@k3.dion.ne.jp

東京都 ビーズラボ・Ｋ 石黒　かんな
●

府中市、国分寺市、武蔵野市 080-3012-5832 kkh38be-celloblk@sky.sannet.ne.jp

東京都 Beads kids いわはら　えり
●

中央区 080-4730-3271 tsnpopohimawa@u01.gate01.com

東京都 ビーズスクールアトリエ楡（nire） 植木　早苗
●

多摩市、目黒区 090-1202-0683 nirenoki@m2.hinocatv.ne.jp

東京都 Shelley Beads教室 遠野　美香
●

小平市 090-7757-0211 shelley20077@gmail.com

東京都 Ｂｅａｄｓ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｉｋｏ 大谷　美子
●

足立区 090-6040-6502 yoshifugu@hotmail.com

東京都 アトリエ　聡-saw- 小野　聡子
●

新宿区、狛江市 080-8846-6707 atsaw@gmail.com

東京都、長野
県（夏のみ）

She-Know's beads art 笠置　紫野 東京都世田谷区、長野県軽井沢町 080-5537-1153  she-knows@j07.itscom.net

東京都、神奈
川県

Atelier Dream～アトリエドリーム～ 金井　洋子
●

品川区、北区、横浜市青葉区 090-6035-4800 youko-ad@iris.ocn.ne.jp

東京都、千葉
県

K's Collection 亀ケ森　里香
●

北区、板橋区、松戸市 090-8948-6661 rikarika72jp@ybb.ne.jp

東京都 Ｂｅａｄｓ‐Ｒｏｏｍ”Ｊｏｉｎ” 唐鎌　麻友美
●

中野区 03-3380-6248 mayurin@s9.dion.ne.jp

東京都 あとりえＫ＆Ａ きたやまゆかり
●

武蔵野市、渋谷区、世田谷区、豊島
区

080-6554-5809 ktymyu2005@khh.biglobe.ne.jp

東京都 ＢＥＡＤＶＡ(ビズバ) 木下　百合子
●

大田区 090-9341-1269 lily510110@yahoo.co.jp

東京都 CLASSE DAIKANYAMA 小坂　惠子 渋谷区 03-6277-5039 info@classe-daikanyama.jp

東京都 ブレストビーズ 腰本　幹子
●

荒川区、足立区、江東区 03−3819−4592 QWN04261@nifty.com

東京都 Atelier Koshi 腰本　優子
●

渋谷区 03－3378－6175 koshi-y@fk9.so-net.ne.jp

東京都 ビーズステッチ吉祥寺教室 小竹　恭子 武蔵野市吉祥寺本町 0422-22-7405 k-beads@m8.dion.ne.jp

東京都 ｱｸｾｻﾘｰ工房Sugar(シュガー) 佐藤　和枝
●

大田区 090-4240-3430 Keme@wg8.so-net.ne.jp

東京都 シュガービーズ 佐藤  みゆき
●

江戸川区 03-5876-7554 infobeads@fukafuka.com

東京都 アトリエ　ソレイユ 澤田　美子
●

北区田端 090-1792-0792 yoshiko-sawada@sam.hi-ho.ne.jp

東京都 あとりえ和み 清水美和子
●

銀座、池袋、世田谷、蒲田、吉祥寺、
府中、調布、八王子など

03-3302-2017 nagomi385@yahoo.co.jp

東京都、神奈
川県

Ｓａｋｕ－Ｌａｂｏ 末本　桜子
●

世田谷区、横浜市港北区 090-2522-6177 sakura.s0513@g-mail.com

東京都、静岡
県

Rubimam*るびまむ* 瀬川　賜美
●

墨田区、沼津市、駿東郡、伊豆市 055-931-8741 rubimam.0515@gmail.com

東京都 糸へんＣＬＵＢ 平良　淑子 品川区 090-6158-0652
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東京都、長野
県

STUDIO　J 太楽　順子
●

東京都豊島区、長野県軽井沢 090-5549-6149 le-chien@amber.plala.or.jp

東京都 アトリエ・ファン 瀧澤　恵子
●

文京区 090-9105-0697 okuchama2000@yahoo.co.jp

東京都、神奈
川県、静岡県

infini（アンフィニ）ビーズ教室 多田　晴美
●

中央区銀座、横浜市、浜松市 045-391-2808 h-tada@ga3.so-net.ne.jp

東京都 アトリエ　フェアリー　カラー 丹野　典子
●

板橋区 080-1219-9614 at-fairy-color@live.jp

東京都 ポコ・ア・ポコ 長井　光代
●

府中市、国立市、八王子市 090-4232-9531 f-nagai@xc5.so-net.ne.jp

東京都、神奈
川

手作りジュエリー　ｌｉｌｙｂｅｌｌ 中島　明美
●

世田谷区、川崎市高津区 080-1144-8221 info@lily-bell.com

東京都 早川ビーズ教室 早川　陽子
●

小金井市 090-5579-8562 yui-topogigio@jcom.home.ne.jp

東京都 "asuka"ビーズ教室 林　あゆみ
●

中央区、練馬区 090-5795-3175 ayumi-ha@jcom.home.ne.jp

東京都 アルフェラッツ 東森　裕子
●

中野区 090-6020-7714 beads_koubou_alpheratz@yahoo.co.jp

東京都 Labores Estudio 菱川　仁紀子
●

新宿区高田馬場 090-2321-0308
03-3200-8929

h_labores_mikiko@hotmail.com

東京都 Jobnoel (ジョブノエル) 日名子　八重子
●

豊島区 090-8514-9871 bloomhi75yae@yahoo.co.jp

東京都 クラブツーリズム、京王友の会、海津屋 宮川　利江
●

立川/練馬、聖跡桜ケ丘、東十条、中
野坂上

090-1614-8803 mtoshie3@khaki.plala.or.jp

東京都 アトリエYugu 村上　優子 港区 090-5575-2451 yugu@atelier-yugu.com

東京都 工房　白涼花 本木　京子
●

台東区、千代田区 090-7204-9129 hakuryouka@gmail.com

東京都 ビーズクラフト工房　teada bijoux 森下　矢至代
●

新宿区、豊島区 090-6563-0490 teada-way@i.softbank.jp

東京都 アトリエ　M & E branch 柳原　美津枝
●

世田谷区 03-3427-5288 m-and-e-branch@ac.auone-net.jp

東京都 Beads-Raymonda ～ビーズ ライモンダ～ 山本　光美
●

小平市、国分寺市 090-9399-2889 petit.of.tellme@gmail.com

東京都 あとりえ葵 山本　三惠子
●

八王子みなみ野 080-1055-0476 ytmy-228@kni.biglobe.ne.jp

東京都 　Candy・Bell　キャンディー・ベル 吉村　有加里
●

江東区 03-3642-6747 candy401jp@ybb.ne.jp

東京都 アクセサリー工房Y's 渡辺　由美子
●

杉並区 080-6883-9450 koubou.y-s@jcom.home.ne.jp

東京、埼玉、
千葉

Maple　Avenue 川船　まき
●

東京都港区、新宿区、墨田区、千葉
県柏市、埼玉県春日部市、越谷市

080-4125-7278 makimaki4@i.softbank.ne.jp

東京都 *nanoB* かわうち　かづよ
●

東京都八王子市 042-626-0345 nanob_heartmade@yahoo.co.jp

神奈川県 気まぐれビーズ教室 秋本　万紀子
●

横浜市港北区 045-531-0431 m-akimo@zg.netyou.jp

神奈川県 ビーズ教室　「和」 安達　和子
●

横浜市金沢区並木 045-785-0939 adachi.kazuko@dream.com

神奈川県、静
岡県

アトリエＫ 吾妻　京瑚
●

川崎市、沼津市、静岡市 090-4749-3955 atelier7j3k6y@nifty.com

神奈川県、東
京都

UNDEUX(アンドゥ）ビーズ教室 安藤　潤子
●

川崎市麻生区 090-9816-4989 undeux_web@yahoo.co.jp

神奈川県 ラ　ヴィータ 市川　やす子
●

横浜、葉山 090-8819-7363 lavita@jcom.home.ne.jp

神奈川県 March Beads 井上　弥生
●

横須賀市 090-8500-8481 yayoi@aurora.dti.ne.jp

神奈川県 美eads stitch 宇内　美子
●

横須賀市、横浜市 090-5499-8781 yoshibeads@yahoo.co.jp

神奈川県 ひよこ 京野　静子
●

横浜市泉区 090-8775-7474 hiyoko0407@docomo.ne.jp

神奈川県 ｺｽﾁｭｰﾑｼﾞｭｴﾘｰ「トゥインクル」 倉田　千賀子
●

藤沢市川名 090-1846-7848 craft_salon_twinkle@yahoo.co.jp

神奈川県 びーずＰＡＬ 佐藤　和子
●

横浜市瀬谷区 045-489-3368 kapzuakol@yahoo.co.jp

神奈川県 Ｆｅｌｉｃｉａ（フェリシア） 澤田　寛子
●

横浜市 090-7108-2000 sawahiro_23@yahoo.co.jp

神奈川県 ～クチュール～・M 芝本　光子
●

横浜市旭区 045-954-3299 mitsukohana@yahoo.co.jp

神奈川県 el manoj 手作教室（エルマーノイ）美～ずクラブ 島田　正恵
●

横浜市港南区 045-844-5384 shimamasa56@hotmail.com

神奈川県 seven-bells　～masami～ 辻堂カルチャー 新道　昌美
●

藤沢市 0466-35-7047 info@seven-bells.ocnk.net

神奈川県 アトリエビーズ　ＭＩＫＩ 髙木　美樹 横浜市南区 090-5528-7055 mikitakagi@jcom.home.ne.jp

神奈川県 アート工房ハルモニー　手作りアクセサリー教室 田中　恵利子
●

藤沢市、相模原市 090-3126-2148 harmonie@kmf.biglobe.ne.jp

神奈川県 アトリエ　KIRARA 田中　敏子
●

横浜市戸塚区 045-823-1240 come.to@oregano.ocn.ne.jp

神奈川県、千
葉県

T&Nビーズジュエリー教室 中里　時子 鎌倉市、木更津市 090-7217-5107 tandn@xevi.jp

神奈川県 Fleur ビーズジュエリー教室 西海　多美子
●

横浜市緑区、都筑区、旭区 080-5695-0773 tami8733@gmail.com

神奈川県 ビーズ工房AK'S 畑中　明美
●

相模原市、厚木市 090-5568-5522 boo.akemi@hb.tp1.jp

神奈川県 Sperannza（スペランツア） 平石　幸子
●

横浜市金沢区、西区、横須賀市 090-5765-4056 rinamama-2488@docomo.ne.jp

神奈川県 クラフトハート　トーカイ川崎 本間　保子
●

川崎市 090-9805-5356 qqns5t3d@drive.ocn.ne.jp

神奈川県 Beads ＆ｇｅｍ　ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ 増尾　香代子
●

座間市 090-9320-4146 kainthedistanceyo@ezweb.ne.jp

神奈川県 Ｍｅｅ-ｃｏ　ビーズ教室 松永　美佐子
●

横浜市泉区、大和市 090-2225-1274 misarin.yym.665@docomo.ne.jp

神奈川県 Heart  Ribbon 松本　久美子
●

中原区、高津区 090-3308-6217 piccolo_cedro_k@yahoo.co.jp

神奈川県 Green Beads 宮本　明子
●

横浜市神奈川区三ツ沢中町 090-7849-8272 amiya.0619@docomo.ne.jp

神奈川県 *Lime-berry* 鶴ヶ峰教室 吉田　恵子
●

横浜市旭区、保土ヶ谷区 080-5101-8320 limeberry@wb3.so-net.ne.jp

神奈川県 ビーズハウスきのこ 木下　久美子
●

神奈川県平塚市須賀 090-9157-3391 rio-kk@sk-jp.com

新潟県 Beads house Cosotto 佐藤　久美
●

新潟県新発田市 090-9741-0166 kazu18ekwa43ku@pony.ocn.ne.jp

新潟県 ビーズ教室　Ｒｅｎａ 白川　美代子 新潟県上越市 090-2728-7761 rena_1@joetsu.ne.jp

新潟県 SONOKO ビーズ教室 南雲　園子
●

長岡市、十日町市、南魚沼市 090-7223-6028 furamin@crux.ocn.ne.jp

新潟県 ビーズ教室　☆Ｂｅａｄｓ　ｂｅｅ☆ 西山　玉恵
●

新潟市、女池、古町、駅前 080-5176-3940 a229201197@infoseek.jp
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富山県 true-grace（トゥルーグレース） 開発　真優美
●

高岡市、富山市 090-1313-9574 true-grace＠ypost.plala.or.jp

富山県 Beads Studio　アミ 舘谷　真由美
●

富山市婦中町 090-8093-2430 yoshi.mayu.miki.yuka.0220@ezweb.ne.jp

石川県 Feel Heart 西　めぐみ
●

金沢市 090-3763-2544 feel_heart20074@yahoo.co.jp

石川県 ｽﾃｯﾁ　Muzeo　ﾑｾﾞｵ 南出　佳奈
●

加賀市、金沢市、かほく市 090-1631-8324 kawamkai@mail2.kagacable.ne.jp

福井県 Splash　Ⅱ 慶本　純希
●

福井市、あらわ市 090-2372-2008 sumiki-8@mx3.fctv.ne.jp

福井県、石川
県

アトリエ遊花里、ベル、名鉄エムザ、大桑 橋本　里美
●

福井県坂井市丸岡町、福井市、金沢
市

0776－67－6551 yuukari@aqua.ocn.ne.jp

長野県 スタジオ・マトリカリア 赤羽　由佳
●

松本市 080-2068-8921 miss_matoricaria@hotmail.co.jp

長野県 アトリエ・グラーヌス 大槻　文子 塩尻市 090-2643-6723
0263-52-6420

bunbun6420@yahoo.co.jp

長野県 Atelier aile(アトリエ　エル） 小木曽　智美
●

松本市、伊那市 0263-34-5668 ogiso-t128@yg8.so-net.ne.jp

長野県 アトリエ　Hiroko 小牧　博子 伊那市 0265-72-4778

長野県 Silver Swan 白鳥　麻都香
●

上伊那郡 090-4460-0222 madoka.shiro@ezweb.ne.jp

長野県 メイのビーズ教室 竹村　高子
●

長野市もんぜんぷら座 090-5535-3667 me-meko2450@ric.hi-ho.ne.jp

長野県 ＊＊ＦｕＦu＊＊ 伴野　敏子
●

長野市、中野市、飯山市 090-7842-2723 info@beads-fufu.com

長野県 ライフ・エッセンス 萩原　明子
●

安曇野市 090-7908-2393 akiko.hagi@amail.plala.or.jp

長野県 Ｈaｐｐｙ’ｓ 服部　春江
●

中野市、飯山市 090-2407-1892 onesnow_dream398@ybb.ne.jp

長野県 ビーズ教室　ペブルアート 本多　直子
●

岡谷市 0266-23-8783 naohon@tiara.ocn.ne.jp

長野県 ビーズ教室　ＭＩＹＡＳＡＫＡ 宮坂  清子
●

長野県岡谷市 090-5586-4323

岐阜県 アトリエふゆむ 畠舎　則子
●

不破郡垂井町 0584-23-4432 fuyumu-61@softbank.ne.jp

静岡県 ビーズアクセサリー　Ｏｒｉｏｎ 秋山　志津江
●

浜松市 053-485 -0644 orion-beads227@memoad.jp

静岡県 桃花のビーズ工房 浅井　正子
●

掛川市、磐田市、島田市 080-1603-5475 momoka-beads@docomo.ne.jp

静岡県 Ａｒｔ　ＹＥＬＬＯＷ　Ａｎｇｅｌ『天使の光』浜松佐鳴台教
室

荒木やす江
●

浜松市佐鳴台、袋井市 090-1748-9286 minamikouminnkann@yahoo.co.jp

静岡県 Meeting of Hearts 小川　敦子
●

富士宮市 090-4154-6783 scapolite@live.jp

静岡県 ビーズ工房　ちゃとら 小野田　広美
●

沼津市 055-952-0981 chatra@ii.chu.jp

静岡県 Honeybee(ハニービー） 佐々木　理通子
●

富士宮市 090-8862-8122 honeybee@sunrisegarden.jp

静岡県 Calme（カルム） 完山　静華
●

御殿場市川島田 080-3069-3030 calme-beads@docomo.ne.jp

静岡県 Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＥＫＩ 関　しのぶ 沼津市 055-962-6558 sohyu@nifty.com

静岡県 手芸教室　ながさわ 長澤和子 駿東郡清水町 055-931-7790 ｍｕｓｕｋａｒｉ1129＠ｙａｈｏｏ.co.jp

静岡県 アトリエ Matsunaga 松永　昭子
●

静岡市、焼津市、藤枝市 090-3159-1732 white-milk@ca.thn.ne.jp

静岡県 び～ずあとりえ和（KAZU） 松本　和子
●

焼津市 054-639-7505 bz-kazu@ck.tnc.ne.jp

静岡県 ビーズラボ　Luna 望月　郁美
●

静岡市清水区 054-348-1388 mochimi-gion.1013@docomo.ne.jp

静岡県 アトリエ　Happy Space 山本　智世
●

藤枝市 054-636-6488 yamamoto.tomoyo2@gmail.com

静岡市清水
区柏尾６４７
－３

ビーズクラフト瑠璃 渡辺悦子
●

静岡市清水区辻 ０５４－３４８－７３８４ ruri2010ew&yahoo.co.jp

愛知県 アトリエ　ビーズ　ジョイア 有馬　直美
●

知立市 090-1724-2160 teboozu@c.vodafone.ne.jp

愛知県 ビーズ　ぽっぷ 出原　三千世
●

日進市、豊田市、大府市、東郷町 090-3933-2232 mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp

愛知県 安樹 今泉　恵美子
●

新城市 080-3633-3253 now-3640@tees.jp

愛知県 明夢創工房（あむそうこうぼう） 今井田　志保
●

一宮市、名古屋市中区 090-8459-2950 beads@pope.hm

愛知県 ビーズパフェ 岡本　恵子
●

名古屋市東区、中区 090-5030-5362 keiko@bpafe.com

愛知県 ビーズ　ジョイア おかもと　みさこ
●

名古屋市名東区、長久手市 090-4257-6457 beads-gioia@infoseek.jp

愛知県 楽しむビーズ手づくり時間 小澤　伸子
●

名古屋市千種区、南区 050-3602-7214 zawa-nobu-9330@docomo.ne.jp

愛知県 リリアン 畔柳　立子（クロヤ
ナギ　リツコ）

豊田市 090-2185-0229

愛知県 アトリエ　アジュール 近藤　友恵
●

春日井市 090-1725-7006 corn58p@ybb.ne.jp

愛知県 Ｓｐｒｉｎｇ　Ｃｈｉｌｄ 柴田　晴子
●

名古屋市緑区 090-6330-2928 springchild2012@gmail.com

愛知県 ビーズ工房いろどりーむ（彩＊夢） 鈴木　泰子
●

岡崎市宮地町 0564-57-8004 suzuki-k-y@nifty.com

愛知県 Sweet Beads 遠山　洋子
●

名古屋市名東区　守山区 9076193328 sweetbeads3@yahoo.co.jp

愛知県 ビーズの部屋 ☆Fairy Heart☆ 中川　真由美
●

豊田市 090-4197-3339 mayumayu-pln.nlp-117@ezweb.ne.jp

愛知県 はじめてのビーズステッチ 藤森　由子 名古屋市 090-8649-9606 yoshi-yu-taku@docomo.ne.jp

愛知県 Ｂｅａｄｓ　Ｃｒａｆｔ　Ai☆Sai★Beads 野島　睦美
●

春日井市 090-2573-7957 aisaibeads@yahoo.co.jp

愛知県 Beads Kuchen 橋本　かおり
●

岡崎市、蒲郡市 090-9337-4233 beads_kuchen_kabo@yahoo.co.jp

愛知県 メイプルリーフアートクラフトクラブ 原　陶子
●

春日井市 090-8524-9876 art_maple_leaf@yahoo.co.jp

愛知県 BEACROSHE 原野　洋子
●

知多市 090-8335-0670 wyriko-1@ma.medias.ne.jp

愛知県 J-MOON 平松　仁美
●

名古屋市、豊橋市、岡崎市、蒲郡
市、豊川市

0533-75-4622 info@cj-moon.ecnet.jp

愛知県 コリエ　デ　ぺるル 堀尾　春実
●

清須市 090-6590-9355 c-perles@cj9.so-net.ne.jp

愛知県 アトリエ　ハッピー 松永　富美江
●

名古屋市 090-1275-9819 mr51c125hr25cb75@mf.ccnw.ne.jp

愛知県 ビーズボックスＬａＬａ 松本由美子
●

名古屋市緑区滝の水 052-891-6524 yumi.m.0728@nifty.com
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愛知県 天使の涙　ビーズ教室 南　賢美 豊田市浄水町 080-3253-6840 tamago373kbh@yahoo.co.jp

愛知県 SNOWBEARビーズ教室 山中　由希子
●

知多市、常滑市、半田市 0562-56-0820 yamanaka023@yahoo.co.jp

愛知県 きらきらワーク教室 横山　美加
●

名古屋市緑区 090-1286-3550 kirakira-work@mf.ccnw.ne.jp

愛知県 Ｈｅｌｉｏｔｒｏｐｅ 渡辺　友美
●

名古屋市天白区、中川区、西区、清
洲カルチャー

090-7868-6945 heliotrope@leaf.ocn.ne.jp

愛知県 ＢＥＡＤＳ　ＢＲＩＯ 近藤　由好
●

愛知県みよし市 0561-57-6204 ysk226@hm6.aitai.ne.jp

愛知県 フォーラムとうかい 吉原　明美
●

愛知県東海市 090-1234-2432 ocean33@ma.medias.ne.jp

三重県 ハンドメイド　イブ 岡田　広美
●

四日市市 090-3425-1212 yagtzh41@na.commufa.jp

三重県 ビーズ教室　アンジュナ 佐渡　英子
●

桑名市 090-9927-0831 sado@fine.ocn.ne.jp

三重県 アトリエ VIOLET・AYU 羽木　歩
●

松阪市 090-8551-6294 violet-fortune-ayou@zc.ztv.ne.jp

滋賀県 のうひめビーズ 大西　さとみ 草津市、守山市、近江八幡市 090-3872-1232 kitnneudon@yahoo.co.jp 

京都府 ビーズ・ステッチサークル 正岡　わか子
●

宇治市 0774-31-5233 

京都府 ビーズ教室ｉｏ≪イオ≫ 水野　泰子
●

京都市中京区 075-223-6151 mizuno@beads-io.jp

京都府 ビーズアクセサリー教室　ラクサナ 武田　直子
●

京都府京都市北区 090-7755-3481 lwaxana.ds9@gmail.com

大阪府 アルビレオ 石飛　祐子
●

守口市 06-6902-7795 albireo-yu@leto.eonet.ne.jp

大阪府、京都
府

Arietta（アリエッタ） 上松　ひろみ
●

大阪市北区、京都市上京区 06-6485-2768 romi@arietta2000.com

大阪府 アトリエuzu 埋ノ江　恵
●

吹田市、豊中、芦屋、香里園、松井
山手、阿倍野

06-6876-4813 meitan.sachi.mani@ezweb.ne.jp

大阪府、京都
府、兵庫県、
他

アヴァンセ 梅沢知代 大阪市中央区、京都市他近畿一円 090-8538-8337 umezawa@kyoei-1.co.jp

大阪府 ピノヴィオレッタ　小阪カルチャー教室 江端弥栄
●

東大阪市 06-6724-0372
06-6723-3092

pinovioletta@ymail.plala.or.jp

大阪府 リバリバ工房 川辺　知登世
●

寝屋川市、　　枚方市 090-9997-8559 jisabu.jiro@gmail.com

大阪府 elm green（エルムグリーン） 北ノ原　真弓
●

大阪市北区 06-6373-7787 info@elmgreen.jp

大阪府 アトリエ　ラ･ラ 小堀　潤子
●

吹田市、豊中市 080-5336-6457 info@atelierlala.com

大阪府 ビーズ教室ＦＧＭ 代田　幸子
●

豊中市 090-1145-1078 mama-shirota@ezweb.ne.jp

大阪府 pied a pied (ピエ　タ　ピエ） 竹原　夕子
●

大阪市 090-3713-2918 tkhr11@oct.zaq.ne.jp

大阪府 アトリエ Kaoru*co 田阪　かおる
●

吹田市 080-3805-2268 kaoru.co515@gmail.com

大阪府 Mano Classe Emi 恒岡　恵美
●

大阪市阿倍野区 080-5702-1698 info@manoclasse-emi.com

大阪府、兵庫
県、奈良県

FSKｱｸｾｻﾘｰｸﾗﾌﾄ教室 中井恵子

●

大阪東住吉区（平野）、よみうり文化
センター（神戸・伊丹・堺）近鉄文化ｻ
ﾛﾝ（阿倍野・奈良・上本町）NHK文化
ｻﾛﾝ（梅田・西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ）

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

大阪府 Studio Fiore 長尾　久仁子
●

　池田市 090-3847-3900 kuniko-n@email.plala.or.jp

大阪府、兵庫
県

Quadrifoglio(クアドリフォリオ) 中森　弘馨
●

大阪市、豊中市、宝塚市、西宮市 090-7497-1962 foglio-0206@jttk.zaq.ne.jp

大阪府 Petit☆Heart（ぷち☆はあと） 肥後　なおこ
●

堺市南区、和泉市 080-3792-7378 petit-heart@sakai.zaq.ne.jp

大阪府 ＣＨＥＲＲＹ　ＢＬＯＳＳＯＭ 安田　和美
●

池田市 090-1073-6649 f-yasuda@wombat.zaq.ne.jp

大阪府 ろみんず 山口　博美
●

城東区 090-8535-2065 yhiromijp@yahoo.co.jp

大阪府 トレッジャ　チェスト 山﨑　初美
●

守口市 06-6991-7513 yamayama-sun@mkc.zaq.ne.jp

大阪府 Atelier Virgo 和田　圭子
●

大阪市淀川区新高 06-6397-5945 plicolos@yahoo.co.jp

兵庫県 アトリエ　ユー 粟山　由利子
●

相生市旭 090-8656-4153 yuri.aaa.3131@gmail.com

兵庫県 ビーダー倶楽部 岩田　愛美
●

三田市 090-3995-7266 aine@luna.biglobe.ne.jp

兵庫県 assemble(アッセンブル) 内田　生子
●

尼崎市武庫之荘 06-6435-0268 assemble505@yahoo.co.jp

兵庫県 アトリエBijou 大西　眞理子
●

神戸市中央区 090-7117-9619 00.24am-00.24pm@kud.biglobe.ne.jp

兵庫県 ＳＴＵＤＩＯ　ＣＯＬＯＲ 多木　佐瑤子
●

神戸市中央区元町、長田区新長田、
垂水区舞子、加古川市

090－1420－2733 info@studiocolor.jp

兵庫県 Ｊｕ Ｂｅａｄｓ 寺園　千寿
●

加古川市 080-1427-5238 ju_beads@yahoo.co.jp

兵庫県 堀江　直美
●

伊丹市 090-3895-6623 hdgf9201@hcc1.bai.ne.jp

兵庫県 ぶどうの木 堀田　真美子
●

姫路市 090-2011-5788 mamiko-opensesame@ezweb.ne.jp

兵庫県、大阪
府

Beads Studio M 光岡　久仁子
●

神戸市、大阪梅田 090-8204-3501 beadsstudiom@yahoo.co.jp

兵庫県 スマイルハート 宮地　左知子
●

神戸市垂水区、加古川市、姫路市 080-3117-3573 atelier@smile-heart.info

兵庫県 ハンドメイドアクセサリーHIROMI 本炭　博美
●

神戸市、芦屋市 090-3583-8971 hiromi0114@ezweb.ne.jp

兵庫県 Ｓｗｅｅｔ（スウィート） 森本　一美
●

神戸市北区、三田市 079-564-6363 sweet-km@jttk.zaq.ne.jp

兵庫県 ミルキーブレス 百合　貴美子
●

尼崎市、神戸市、大阪市 090-1950-5074 info@milky-breath.com

兵庫県 ビーズアクセサリー☆Beads Land☆ 松浦　美香 西宮市剣谷町 0798-70-6277 hgg57401@hcc6.bai.ne.jp

兵庫県 舞kobe 田中　朋香
●

神戸市垂水区 078-784-0003 mtor@hi-net.zaq.ne.jp

和歌山県 K-mom 上田　清子
●

和歌山市井辺 090-5970-4110 k-mom317@amber.plala.or.jp

和歌山県 beads Sakura.Karin 小川　和代
●

岩出市 0736-63-2238
090-9549-3995

beads_sakura_karin@yahoo.co.jp

和歌山県 Twin Leaf　～beads skill～ しおざき　有香
●

和歌山市内原 073-447-2485
090-5368-7838

twinleaf-beads@memoad.jp

和歌山県 Beads Jubilee 場谷　和香
●

田辺市、上富田町 090-9217-9498 beads-jubilee@mail.goo.ne.jp

和歌山県 Beads beauty 矢川　恵美
●

和歌山県岩出市 0736-61-3513 miharu-mama6057@ares.eonet.ne.jp



ビードルワークが学べるお教室一覧

都道府県 お教室名 主宰者名 通信 所在地 ＴＥＬ メール

直接お教室へお問合せください。
（電話がつながらない場合は、ビードルワークアソシエイツまでメールでご連絡ください＜bs-beadle@coronet-net.co.jp＞）

　　↓【通信】欄に●印があるお教室は、通信講座のお申込みも受付けております。

鳥取県、奈良
県

Beadsstudio-baba39 瀧本　信子
●

鳥取市、奈良市 080-5623-3401 babayaga40@yahoo.co.jp

岡山県 Beadsroom Crescent 笠原　リカ
●

倉敷市 090-2802-3692 richy410@hotmail.com

岡山県、広島
県

アトリエ智、ＮＨＫ文化センター福山 川島　智子
●

岡山県倉敷市、広島県福山市 090-3379-1533 impromptu_101212@mx7.kct.ne.jp

岡山県 アトリエ　ベルジェ 越宗　玉恵
●

岡山市中区平井 090-5698-6265 ksmntme@ybb.ne.jp

岡山県 工房創楽 小鷹　しのえ
●

倉敷市 090-5704-0960 asuka228221@yahoo.co.jp

広島県 花時計 梅田　真由美
●

広島市中区 090-1352-0460 info@hanadokei-h.jp

広島県 サンリブカルチャー教室　アトリエ　ダリア 高井　真佐子
●

広島市安佐北区、安芸郡府中町 090-2806-6031 taka-m@hicat.ne.jp

広島県 Picot*picot 長原　寿子 呉市 090-8600-7861 beads.picot@gmail.com

広島県 Favorite Beads 中村　里子
●

広島市、安芸郡府中町 090-4578-9532 favoritebeadss@yahoo.co.jp

広島県 Atelier Chocoo(アトリエ　チョコ) 山田　恵美
●

広島市西区、中区 090-3632-0481 pipi-07@nifty.ne.jp

山口県 ジュエリー93 嶋村　久美子
●

山口市 090-8063-2125 kumiko-s@chive.ocn.ne.jp

山口県 アトリエ Fleur 松村　美代子
●

岩国市南岩国町、由宇町、柳井市 090-5371-5753 miyo-m44-chocolate@docomo.ne.jp

山口県 アトリエ「まっつ」 松本　和美
●

光市虹ヶ丘 080-1646-9828 m-k-matsumoto@kvision.ne.jp

山口県 ビーズサミューゼ 松本由美子
●

萩市 0838ー22-6175 ymatsu1950@hi2.enjoy.ne.jp

徳島県 アトリエきょうこ・五島糸店内ジュエリー教室 北村恭子
●

徳島市二軒屋町＆問屋町、阿南市
那賀川町

088-652-3389 sazanka@nmt.ne.jp

徳島県 徳島新聞カルチャーセンター 多田　和美
●

徳島市、阿南市、吉野川市 090-4331-7485 ｑｒｔｈｓ７３５＠ｙｂｂ.nｅ.jｐ

愛媛県 アトリエ　bee 池川　八江
●

東温市 090-4788-7201 bee-yae＠hotmail.ne.jp

愛媛県、高知
県

ビーズワーク教室　～Plmage～ 片山　寛美
●

松山市、東温市、須崎市 090-8697-4005 kshn.610@wave.plala.or.jp

愛媛県 ビーズ倶楽部つぶ小町 髙橋　姿子
●

松山市 089-977-7748 snkt.ttmama-424@docomo.ne.jp

愛媛県、香川
県

ああと de nana・co 田中　ゆかり
●

松山市、高松市 090-4782-8738 nanaco-kinngyo@tau.e-catv.ne.jp

愛媛県 咲楽・SAKURA 林　典子
●

松山市、大洲市 080-5664-1051 h_noriko55@yahoo.co.jp

福岡県 アトリエ　PetitSoleil（プチソレイユ） 赤崎　美根子
●

春日市 090-5299-9123 m.akasaki@hear.to

福岡県 アトリエ　マルシェ・ド・ビジュー 大音　知子
●

飯塚市 0948-22-6579

福岡県 アトリエYuko 小山　裕子
●

北九州市小倉北区、福岡市東区 090-2392-4584 yuko.k@kyj.biglobe.ne.jp

福岡県 ビーズのBrillante 重松　緑
●

飯塚市、福岡市、北九州市、粕屋
郡、直方市、中間市、田川市、鞍手
町

0948-25-0977 beadsshop_brillante@yahoo.co.jp

福岡県 アトリエKululu (クルル) 副田　久美子 福岡市南区 090-4981-7125 collon-lovex2@viola.ocn.ne.jp

福岡県 Ｌａｔｏｗａ～ラトゥワ～ 福田　ひとみ
●

福岡市中央区 090-8770-1206 spyz7f79@able.ocn.ne.jp

福岡県 ｎａｎａ－ｂｅａｄｓ 松﨑　円
●

福岡市、太宰府市、糟屋郡、マリナタ
ウン、木の葉モール

090-7395-4417 nana77beads@yahoo.co.jp

福岡県 ビーズ・サークル 山本留美
●

福岡市南区　高宮 090-8405-0379 ryubi@bun.bbiq.jp

長崎県 手芸工房・サザンリーヴス 千葉　さおり
●

長崎市 090-5743-6741 thousand-leaves@sings.jp

長崎県 Beads Harmony 吉田　奈留美
●

大村市 090-9793-4179 narunatsunasu@mac.email.ne.jp

熊本県 ビーズ工房RiRｉ 上田　理恵
●

熊本市、山鹿市、菊池郡 096-360-3362 riri_no_beads@yahoo.co.jp

熊本県 ベア　チャーチ 熊野御堂　和子 熊本市東区下江津 090-9079-2927

熊本県 工房Chaco 曽我　尚子
●

熊本市健軍、武蔵が丘、シュロア、大
津

090-3012-8111 dunk2005@s3.kcn-tv.ne.jp

熊本県 アトリエNature（ナチュール） 道家　太紀
●

熊本市、嘉島町、阿蘇郡 090-8606-9943 taki_chan_jp@yahoo.co.jp

熊本県 渡邉　起代子
●

熊本市 090-7445-5215 ken85yuria@yahoo.co.jp

大分県 Crystal Roses 梶原 美緒
●

大分市 090-9476-5859 crystalroses1113@hotmail.com

大分県 Le vitrai 谷本　嘉惠
●

大分市中央町 090-4519-7224 y-a@oct-net.ne.jp

大分県 Atelier Etoile 養父　美穂子
●

大分市、臼杵市 090-8764-4486 a_etoile@oct-net.ne.jp

宮崎県 宮日カルチャーＭＲＴミック教室 杉澤　典子
●

宮崎市 090-7462-7538 jewel_earpier_@hotmail.co.p

宮崎県 宮日アイカルチャーセンター　イオン宮崎 立元　昌子
●

宮崎市 090-5291-5493 shoko_beadsadviser@yahoo.co.jp

宮崎県、鹿児
島県

手工芸Musee 山崎　美枝
●

宮崎市、鹿児島市 090-9072-8818 mail@mimusee.com

鹿児島県 ナティーオ　ビーズ＆クラフト工房 追立　美幸
●

鹿児島市山田町 099-265-2231 info@natio.jp

沖縄県 ハンドメイドBeads★happyboo 糸数　久美子
●

宜野湾市宇地泊 098-897-2282 info@happyboo.com

沖縄県 金城　えり子 名護市 090-9783-4195 e_ri_peko@yahoo.co.jp

沖縄県 アトリエ(アイネ・ブルーメ) 金城　順子
●

那覇市 098-951-3511

沖縄県 KANA Beads タンボ　カナ
●

那覇市識名 098-836-7653 kanabeads@gmail.com

沖縄県 "Kulička"　くりちゅか 照屋　智美
●

うるま市 090-4516-6980 kupu.tomo@gmail.com

沖縄県 仲里　弘子
●

浦添市 090-6867-4691
yutjxdd50m6hbmjvd9xc@docomo.ne.jp


沖縄県 ビーズショップ　すずめファクトリー 長嶺　小牧
●

那覇市 098-885-3715 tilyurume@yahoo.co.jp

沖縄県 クレイアートスタジオ 村福　律子
●

浦添市、那覇市、石垣市 090-1089-3824 Murafuku-cas@kdt.biglobe.ne.jp


