
ビジュー・ド・パリ 全国のお教室一覧

Enjoy Beads Life ビーズ教室 ☎：090-3113-1052　石井朋美
tomomiy@cocoa.ocn.ne.jp北海道

札幌市

クロッシェ＆ステッチビーズ・コマンセ ☎：090-6266-6571♥ 樋口久子
juri_chiffon2003@yahoo.co.jp北海道

札幌市

Happy Beads ☎：048-473-2693♥ 磯野美由紀
info@happybeads.biz埼玉県

志木市

ポコ・ア・ポコ ☎：042-336-0616♥ 長井光代
f-nagai@xc5.so-net.ne.jp東京都

府中市

アクセサリー COSMOS ☎：090-2058-3931♥ 長村美香子
accessory_cosmos2010@yahoo.co.jp北海道

千歳市

アトリエ ジュエビー ☎：048-466-5234♥ 門田ゆき子
jewebea66@r6.dion.ne.jp埼玉県

和光市

ビーズ・ステラ ☎：090-8348-6842♥ 稲田嘉子
beads-stellar@jcom.home.ne.jp東京都

調布市

アトリエ リラ ☎：090-3773-1669♥ 室木かよ子
rairakku@ipone.ne.jp北海道

伊達市

moisten ☎：090-2168-3000♥ 宮ヶ原伸枝
twins-moe-716.nm3000@docomo.ne.jp埼玉県

和光市

早川ビーズ教室 ☎：090-5579-8562♥ 早川陽子
kokko-dosyako@jcom.home.ne.jp東京都

小金井市

アトリエ Ａpricot ☎：090-7337-1234♥ 梅村里美
b.a.apricot-3103@docomo.ne.jp青森県

弘前市

Plaisir  (プレジール) ☎：048-593-5270♥ 山本みどり
midori57@zpost.plala.or.jp埼玉県

北本市

ビーズアクセサリー風音 ☎：080-5102-9691♥ 伊藤祐三子
kazane_acce@yahoo.co.jp東京都

日野市

Jewerly Forest ☎：090-4314-4672♥ 森谷祐子
yukomoriya22@yahoo.co.jp宮城県

名取市

bijoux2yukamiki ☎：090-3718-5744♥ 齋木由香
bijoux2yukamiki@yahoo.co.jp埼玉県

富士見市

ビーズラボ・K ☎：042-327-5539♥ 石黒かんな
kkh38be-celloblk@sky.sannet.ne.jp東京都

国分寺市

ビーズ工房 Kei ☎：090-2956-9057♥ 新田佳子
ks-house@par.odn.ne.jp宮城県

岩沼市

Rainbow ☎：0493-62-4333♥ 高橋冬子
fuyuko@rain-bow.net埼玉県

比企郡

アトリエ アン ☎：090-4713-0054♥ 井澗由季
anne_77@nifty.com神奈川県

横浜市

）トーハ・ズービ（traeH sdaeB ☎：090-7684-0570♥ 高橋　香
k-takahashi@beadsheart.com秋田県

秋田市

☎：090-6650-3534♥ 荻ノ沢由加
ogi502@t.vodafone.ne.jp千葉県

千葉市

）ターィヴ ラ（ atiV aL ☎：045-731-9332♥ 市川やす子
lavita@jcom.home.ne.jp神奈川県

横浜市

エンジェルズ・レインボー ☎：090-2367-5858♥ 山田美加
marumi@cna.ne.jp秋田県

秋田市

Beads. Lily☆K ☎：043-264-5127♥ 鈴木恵子
keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp千葉県

千葉市

☎：045-470-7287　岩上真理
beads.maring-2004@docomo.ne.jp神奈川県

横浜市

☎：090-2606-8819♥ 増村律子
zama-908@silk.plala.or.jp秋田県

にかほ市

ｐｒｅｃｉｏｕｓ ｔｉｍｅ ☎：043-308-7785♥ 田辺みゆき
RR.mick.beads.5501@softbank.ne.jp千葉県

千葉市

ひよこ ☎：090-8775-7474♥ 京野静子
shizuko0407@aol.com神奈川県

横浜市

ビーズ ア・ラ・モード ☎：0235-57-5110♥ 真柄　緑山形県
鶴岡市

Crystal green grass
クリスタルグリーングラス ☎：050-1136-7634♥ 中西賀代子

Plaza901@ybb.ne.jp千葉県
千葉市

studio the Bloom ☎：090-9000-1649♥ 小林ようこ
info.s.t.bloom@samba.ocn.ne.jp神奈川県

横浜市

手

工房ざまくり屋

づくりクラブ ひまわり ☎：024-545-8343♥ 渡辺はるえ
himawariclb@yahoo.co.jp福島県

福島市

Happy Magic（ハッピー マジック） ☎：043-206-7112♥ 馬場裕子
neko3yb@yahoo.co.jp千葉県

千葉市

Beads Atelier ☎：090-4001-1920♥ 渋沢　恵
shibusawa@77.netyou.jp神奈川県

横浜市

いわきサティ３F クラフトパーク ☎：090-6257-9156♥ 草野輝美
iwakisyasinkan@rhythm.ocn.ne.jp福島県

いわき市

Mitsuru工房 ☎：043-296-1477♥ 吉田美鶴
m326michan@aol.com千葉県

千葉市

el manoj （エル マノーイ）手作り教室 ☎：045-844-5384♥ 島田正恵
shimamasa56@hotmail.com神奈川県

横浜市

アトリエ Tomoko Rose ☎：090-6795-1052♥ 稲野邉智子
tomoko-rose@kud.biglobe.ne.jp茨城県

水戸市

マニュー工房 ☎：047-371-8686♥ 植木理志
tomy-u@nifty.com千葉県

市川市

☎：045-862-2968　新保美恵子
info@shinbo.net神奈川県

横浜市

手作り工房Twinkle ☎：029-232-3558♥ 上牧幸子
y-kami.y-soleil@mbc.nifty.com茨城県

水戸市

YUKO ビーズ教室 ☎：090-4663-0261♥ 工藤裕子
beadsart777@yahoo.co.jp千葉県

市川市

アンジェレーヴ ☎：029-212-5110♥ 宮本敬子
angereve@chic.ocn.ne.jp茨城県

水戸市

☎：047-328-7666♥ 篠塚純子
junko.shinozuka@gmail.com千葉県

市川市 ビーズ サロン ローズ ☎：045-846-3377♥ 関　晴恵
ralph98210@c3-net.ne.jp神奈川県

横浜市

Ａｉａｉ ～アイアイ～ ☎：047-433-2188♥ Aiai 真理
aiai-world@nifty.com千葉県

船橋市

T&N ビーズアートアクセサリー教室 ☎：090-7217-5107　中里時子
tandn@xevi.jp千葉県

木更津市アトリエ 庵ｂａｒ ☎：029-247-9813♥ 横須賀康代
an-bar@vmail.plala.or.jp茨城県

水戸市 Leaf de Beads (リーフ デ ビーズ) ☎：045-211-5853♥ 土井葉子
yokodayo1120@adagio.ocn.ne.jp神奈川県

横浜市

ビーズジュエリー 美 ☎：0297-83-1264　小林美代子
bnnyf625@yahoo.co.jp茨城県

取手市 アトリエ Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｙ ☎：047-705-3156♥ 蓮見真優子
hasuhasu7@ac.auone-net.jp千葉県

松戸市

）ルールフ（ruelF ☎：080-5695-0773♥ 西海多美子
tami@f02.itscom.net神奈川県

横浜市

Bead Soup（ビード スープ） ☎：0297-72-1379♥ 鈴木孝子
bead soup@ac.auone-net.jp茨城県

取手市 アート工房Mint*Blue ☎：090-3068-7839♥ 武井みゆき
mintbeads@infoseek.jp千葉県

松戸市

アトリエアヤティ ☎：090-3409-7025♥ 長谷久子
atelierayatea@gmail.com神奈川県

横浜市

Atelier Amie (アトリエ アミ） ☎：0297-78-7268♥ 毎沢美保
amie@jj.main.jp茨城県

取手市 beads craft ～ivy～ ☎：090-8818-4539♥ 中西真美
n5mmk@yahoo.co.jp千葉県

茂原市

ラ・ストラーダ ☎：045-937-4849♥ 林　直子
hayashinaoko@u01.gate01.com神奈川県

横浜市

beads J&A ☎：090-5772-9502♥ 小坂あや子
kosaka@catv296.ne.jp千葉県

成田市

エンジェル・リナ・ハート ☎：090-5765-4056♥ 平石幸子
rinamama@mri.biglobe.ne.jp神奈川県

横浜市

embrace～エンブレイス～ ☎：028-672-3041♥ 川名洋子
jesse.k@nifty.com栃木県

宇都宮市 フェアリーズ～FAIRY'S～ ☎：04-7103-7300♥ 江口真由美
beads@fairys.co.jp千葉県

柏市

Lime berry ☎：080-5101-8320♥ 吉田恵子
limeberry0713@77.catv-yokohama.ne.jp神奈川県

横浜市

F☆スワロ ☎：028-627-8653♥ 藤岡千賀子
FSWARO@yahoo.ｃo.ｊp栃木県

宇都宮市 Maple Avenue ☎：04-7157-3652♥ 川船真希
makimaki4@aria.ocn.ne.jp千葉県

柏市

luluhalu beads studio 
(るるはる びーず すたじお） ☎：080-5477-8118♥ 渡辺明美

info@luluhalu-beads-studio.com神奈川県
横浜市

カラーサポートビーズ教室 ☎：090-4918-2471♥ 前田裕子
hiro.colorsupport@gmail.com栃木県

小山市

☎：027-251-0554♥ 岩丸美代子
m.nausica@hotmail.co.jp群馬県

前橋市

☎：027-251-0554♥ 木崎由美
fiore831yk@yahoo.co.jp群馬県

前橋市

千葉シルバー学院　 ☎：0439-87-6181　岸美砂子
silver6181@hop.ocn.ne.jp千葉県

富津市

☎：044-245-0931　弾塚節子
setuko-danzuka@lvc.itsudemo.net神奈川県

川崎市

Autumn K ☎：027-321-4339♥ 秋山敬子
6tu9ei@bma.biglobe.ne.jp群馬県

高崎市

マノファーレ ☎：080-5095-9932♥ 廣島美香子
large-ile0711@hotmail.co.jp千葉県

印旛郡

☎：042-779-1022　佐藤和子
quackers@ezweb.ne.jp神奈川県

相模原市

☎：027-387-7653♥ 橳島さい子群馬県
高崎市

☎：03-3582-6943　長田由利枝
y.nagata@xing-inc.com東京都

港区

☎：042-780-2080♥ 山口智子
buchasukenashiori29tatusuke716@docomo.ne.jp神奈川県

相模原市

くらふとはうす・Ｋ ☎：0270-75-1010　栗原きみ群馬県
伊勢崎市

Vianne（ヴィアンヌ） ☎：03-5422-8031♥ ＭＡＮＧＡ実麻
info@vianne.biz東京都

港区

サト・ビーズルーム ☎：0276-38-0049♥ 中里玲子
remionkun@yahoo.co.jp群馬県

太田市

アトリエ poco a poco ☎：03-5982-7540　永井淑美
shippo2122@ma.point.ne.jp東京都

新宿区

「トゥインクル」 ☎：0466-21-9647　倉田千賀子
craft_salon_twinkle@yahoo.co.jp神奈川県

藤沢市

アトリエ 美代子 ☎：0276-74-7923♥ 柿澤美代子群馬県
館林市

Atelier-leaf(アトリエリーフ) ☎：090-5501-3778♥ 西片智香子
kcr-nishi@nifty.com東京都

新宿区

Seven-bells～masami～
セブンベルズ ☎：0466-35-7047♥ 新道昌美

seven-bells@ocnk.net神奈川県
藤沢市

アクセサリー工房 えんじぇるてぃあ ☎：0279-56-5240♥ 藤澤香子
angel-tears@orchid.plala.or.jp群馬県

渋川市

Labores（ラボーレス） ☎：090-2321-0308♥ 菱川仁紀子
h_labores_mikiko@hotmail.com東京都

新宿区

Bijoux de Chiko ☎：0466-25-0678♥ 堤祥治子
kkns.tsutsumi@k4.dion.ne.jp神奈川県

藤沢市

ビーズジュエリー教室 Libre ☎：080-3202-4409♥ 金丸京子
kanamaru@coral.plala.or.jp群馬県

吾妻郡

Atelier Aimable ☎：03-3812-6266　辻　展子
rubyt@mist.ocn.ne.jp東京都

文京区

L'ARGENTO ☎：090-8876-4933♥ 中村浩美
hiro-argento@nifty.com東京都

文京区

Senza Fine ☎：046-276-3029♥ 君塚しのぶ
monemama-shino3912@t.vodafone.ne.jp 神奈川県

大和市

☎：090-9321-1668　守武典子
notarika@sunny.ocn.ne.jp群馬県

邑楽郡

工房白涼花 ☎：03-3827-5279♥ 本木京子
hakuryouka@gmail.com東京都

台東区

アトリエ KAORU ☎：046-283-2725♥ 吉田かおる
nuko_chobi@yahoo.co.jp神奈川県

大和市

アトリエ フェイス ☎：048-878-1427♥ 近藤明子
faith-k@lapis.plala.or.jp埼玉県

さいたま市

BEADVA ☎：090-9341-1269♥ 木下百合子
lily510110@yahoo.co.jp東京都

大田区

アトリエみかん ☎：046-876-0244♥ 仲田美香
school@mika-n.com神奈川県

葉山町

BEADS ROOM Angel Heart ☎：048-649-6899♥ 澤口恵利
h.sawa@d9.dion.ne.jp埼玉県

さいたま市

Foresee The Future ☎：090-8949-5149♥ 小林志穂
FTF@shihobead.com東京都

大田区

BIJOUX-UN ☎：046-875-7614♥ 中村由美子
bijoux_un@yahoo.co.jp神奈川県

三浦郡

ビーズジュエリー「チョコ」 ☎：048-825-8133♥ 山下幸子
1027choko@jcom.home.ne.jp埼玉県

さいたま市

アクセサリー工房Sｕｇａｒ（シュガー） ☎：090-4240-3430♥ 佐藤和枝
kaz2066@ezweb.ne.jp東京都

大田区

ビーズ工房 AK's ☎：090-5568-5522♥ 畑中明美
boo.akemi@hb.tp1.jp神奈川県

愛甲郡

ミューズビーズ教室 ☎：049-223-1790　杉田和代
angelmama7777@tbp.t-com.ne.jp埼玉県

川越市

アトリエＡＬＩＣＥ ☎：090-2218-5358♥ 池永あつ子
atelieralice210@yahoo.co.jp東京都

世田谷区

ビーズ教室☆Beads bee☆ ☎：080-5176-3940♥ 西山玉恵
a229201197@infoseek.jp新潟県

新潟市

アトリエ ミント ☎：025-283-7052♥ 益原登志子
toshikotoshiko1004@yahoo.co.jp新潟県

新潟市

☎：0258-46-4310　栃倉貞子
maronie949@yahoo.co.jp新潟県

長岡市

Pearl Hanaビーズ教室 ☎：090-7563-1296♥ 小竹ユカ
kuronekoyuka.617@ezweb.ne.jp新潟県

柏崎市

SONOKOビーズ教室 ☎：025-782-0530♥ 南雲園子
bub6yz6gchwfk65y78vh@mopera.net新潟県

南魚沼市

～ tam ．J ～ ☎：090-4396-4676　田村淳子埼玉県
川越市

あとりえ和み ☎：03-3302-2017♥ 清水美和子
nagomi385@yahoo.co.jp東京都

世田谷区

アトリエ for your art ☎：090-4324-7301♥ 伊藤良美
llakyon@topaz.plala.or.jp石川県

能美市

true-ｇｒａｃｅ（トゥルーグレース） ☎：090-1313-9574♥ 開発真優美
true-grace@ypost.plala.or.jp富山県

高岡市

Pua Anela ☎：048-533-7348　宮本信子
mahalo-tnr@tvkumagaya.ne.jp埼玉県

熊谷市

アトリエＹＵＫＩ ☎：0770-52-7501♥ 下仲直美
atorie_yuki1@yahoo.co.jp福井県

小浜市

☎：0770-62-0192♥ 田中実千代
tomomasa425@mx3.et.tiki.ne.jp福井県

三方上中郡

アトリエ N'sパレット ☎：048-549-2568♥ 栗本典子
noriko@niwashi.co.jp埼玉県

行田市

アトリエ M&E branch ☎：03-3427-5288♥ 柳原美津枝
m-and-e-branch@ac.auone-net.jp東京都

世田谷区

Ａｔｏｒｉｅ ＩＮＳＩＳＴ（アトリエ インシスト） ☎：026-282-6077　～ＳＡＷＡ～晴美
insist@diary.ocn.ne.jp長野県

長野市

may（メイ）のビーズ教室 ☎：090-5535-3667♥ 竹村高子
me-meko2450@ric.hi-ho.ne.jp長野県

長野市

piacere ☎：048-269-7776　富澤圭子
bfa_piacere@infoseek.jp埼玉県

川口市

☎：03-6421-2786♥ 池田久視子
kumi-0813soleil@ka2.so-net.ne.jp東京都

中野区

Bead･Room プロデュース ☎：048-267-1360♥ 山口明美埼玉県
川口市

アルフェラッツ ☎：03-3319-5289♥ 東森裕子
hiroko-donaldo@mrg.biglobe.ne.jp東京都

中野区

京王友の会・クラブツーリズム多摩 ☎：090-1614-8803♥ 宮川利江
mtoshie3@khaki.plala.or.jp東京都

中野区

atelier miku miku ☎：042-977-2716♥ 伊藤安希美
ateliermikumiku@yahoo.co.jp埼玉県

飯能市

☎：090-4207-8242♥ 渡辺由美子
koubou.y-s@jcom.home.ne.jp東京都

杉並区

☎：080-2050-2663　大西靖子埼玉県
飯能市

ビーズクラフト教室 STUDIO J ☎：090-5549-6149♥ 太楽順子
le-chien@amber.plala.or.jp東京都

豊島区

工房 き☆まま ☎：042-958-9081♥ 齋藤正子
ta.hi.chi@docomo.ne.jp埼玉県

狭山市

王子ビーズ教室 ☎：03-3919-1299♥ 飛田由紀子
tpippi@kitanet.ne.jp東京都

北区

アトリエ SORA ☎：048-543-5770♥ 伊藤文美
beads-sora@fol.hi-ho.ne.jp埼玉県

鴻巣市

Rose Heart ☎：048-548-5748♥ 金井正子
n_m_kanai@ybb.ne.jp埼玉県

鴻巣市

アトリエ フェアリーカラー ☎：080-1219-9614♥ 丹野典子
at-fairy-color@live.jp東京都

板橋区

アトリエ葵 ☎：042-636-5098♥ 山本三恵子
ytmy-228@kni.biglobe.ne.jp東京都

八王子市

手づくり工房「Sana」 ☎：04-2962-8227♥ 遠藤早苗
sana@kvd.biglobe.ne.jp埼玉県

入間市 あとりえ K&A ☎：080-6554-5809♥ きたやまゆかり
ktymyu2005@khh.biglobe.ne.jp東京都

武蔵野市

PRINCESS ☎：048-461-2393♥ 飯塚恵里香
usagipon@cute.email.ne.jp埼玉県

朝霞市

e-make ビーズ教室 ☎：090-4259-7419♥ 池田英里子

♥
♥

マークのついているお教室は、通学・通信認定講座の両方を主催しているお教室です。
マークのないお教室は、通学認定講座のみ主催しているお教室です。

eripi910@ezweb.ne.jp東京都
三鷹市

スタジオ・マトリカリア ☎：080-2068-8921♥ 赤羽由佳
miss_matoricaria@hotmail.co.jp長野県

松本市

Atelier aile （アトリエ エル） ☎：0263-34-5668♥ 小木曽智美
ogiso@poa.matsumoto.ne.jp長野県

松本市

ビーズ教室 ペブルアート ☎：0266-23-8783♥ 本多直子
naohon@tiara.ocn.ne.jp長野県

岡谷市

☎：0280-31-9217♥ 永嶋恵奈美
9217.enani.0910@ezweb.ne.jp茨城県

古河市 Bijou NAMI.e

☎：0276-72-8651♥ 芝崎眞理子
anne15@hb.tp1.jp群馬県

邑楽郡 ビーズ工房 Thanks Mom

☎：04-2923-8714♥ 田中圭子
tanaka.alg@jcom.home.ne.jp埼玉県

所沢市 アトリエμミュー

☎：090-5501-1085♥ 関けい子
charm@gold.ocn.ne.jp千葉県

松戸市 Charm

☎：04-7133-5321♥ 髙橋敦子
ako.t-happyrabbit@nifty.com千葉県

柏市 atelier beads bijou

手作りジュエリー「Lily bell」 ☎：080-1144-8221♥ 中島明美東京都
世田谷区

info@lily-bell.com

☎：03-3819-4592♥ 腰本幹子
QWN04261@nifty.com東京都

荒川区 ブレストビーズ

☎：045-391-2808♥ 多田晴美
h-tada@ga3.so-net.ne.jp神奈川県

横浜市 室教ズービ）ニィフンア（infini

☎：044-866-7967♥ 吾妻京瑚
atelier7j3k6y@nifty.com神奈川県

川崎市 アトリエ K

☎：090-2372-2008♥ 慶本純希
sumiki-8@mx3.fctv.ne.jp福井県

あわら市 アトリエ SplashⅡ

☎：0776-67-6551♥ 橋本里美
yuukari@aqua.ocn.ne.jp福井県

坂井市 アトリエ遊花里

都道府県 教室名 メールアドレス・電話番号主宰者名 都道府県 教室名 メールアドレス・電話番号主宰者名 都道府県 教室名 メールアドレス・電話番号主宰者名

☎：090-1702-5800♥ 佐川いつみ
glass_shoejp@yahoo.co.jp茨城県

東茨城郡 ビーズ工房 みんと

アトリエfiore



ビーズ工房RiRi、TKU西日本新聞文化サークル、
クラフトハートトーカイ光の森店、イオンモールクレア店 ☎：096-360-3362♥ 上田理恵

riri_no_beads@yahoo.co.jp熊本県
熊本市

(株)有明楽器 カルチャービーズ ☎：096-382-7708♥ 曽我尚子
dunk2005@s3.kcn-tv.ne.jp熊本県

熊本市

アトリエNature、カルチャー大江教室、
JEUGIAクレア教室 ☎：090-8606-9943♥ 道家太紀

taki_chan_jp@yahoo.co.jp熊本県
阿蘇郡

Lively☆Pixy ☎：090-7391-7247♥ 吉本千尋
livelypixy@yahoo.co.jp長崎県

大村市

☎：0954-68-3267♥ 鶴田ハツミ
oldrose1226@hotmail.com佐賀県

藤津郡

アトリエyuko ☎：090-2392-4584♥ 小山裕子
yuko.k@kyj.biglobe.ne.jp福岡県

北九州市

☎：092-522-9375　小吹　恵福岡県
福岡市

アトリエＭＩＳＡ Beads Class MS ☎：092-812-6302　坂井幸子
beads-m.s@ezweb.ne.jp福岡県

福岡市

クールローズ～Cool Rose～ ☎：092-725-2239♥ 平松好江
melody-1999@nifty.com福岡県

福岡市

Ｌａｔｏｗａ ～ラトゥワ～ ☎：090-8770-1206♥ 福田ひとみ
spyz7f79@able.ocn.ne.jp福岡県

福岡市

nana-beads ☎：090-7395-4417♥
m.jmys-422128@s9.dion.ne.jp福岡県

福岡市

ﾋﾞｰｽﾞのBrillante、
JUEGIA福岡ルクル・サンリブシティ小倉 ☎：0948-25-0977♥ 重松　緑

beadsshop_brillante@yahoo.co.jp福岡県
飯塚市

Atelier Mauimama ☎：0942-52-8825　内田悦子
mauimama1202@yahoo.co.jp福岡県

筑後市

アトリエ 赤星 ☎：092-410-9517♥ 赤星明子
komenoyama@aol.com福岡県

糟屋郡

☎：0948-20-2002♥ 澤田由美子
txwch893@yahoo.co.jp福岡県

嘉穂郡

P-Tenko(ピー・てんこ) ☎：089-979-0454　門屋典子
qqax42cd@grace.ocn.ne.jp愛媛県

松山市

ビーズ倶楽部つぶ小町 ☎：089-977-7748♥ 高橋姿子
qq4f7ckd@herb.ocn.ne.jp愛媛県

松山市

ああと de nana・co
なかや手芸店教室 ☎：089-956-5852♥ 田中ゆかり

nanaco-kinngyo@tau.e-catv.ne.jp愛媛県
松山市

ビーズクラフト工房ティセ ☎：089-975-3661♥ 飛田敏子
beads_tisser@ybb.ne.jp愛媛県

松山市

ange ☎：0898-23-1769♥ 渡辺篤子
angebeds@blue.ocn.ne.jp愛媛県

今治市

アトリエ bee ☎：090-4788-7201♥ 池川八江
bee-yae@amber.plala.or.jp愛媛県

東温市

アンジュルージュ ☎：088-653-2023　武政倫代
angerouge@nifty.com徳島県

徳島市

☎：090-4976-8114　大林加奈
radiantbeads@yahoo.co.jp徳島県

鳴門市

アトリエ きょうこ ☎：088-652-3389♥ 北村恭子
sazanka@nmt.ne.jp徳島県

阿南市

☎：090-4331-7485　♥ 多田和美
qrths735@ybb.ne.jp徳島県

板野郡

ビーズ・サミューゼ ☎：090-9061-3954♥ 松本由美子
ymatsu1950@hi2.enjoy.ne.jp山口県

萩市

アトリエBlue Kitten ☎：090-5697-4717♥ 今泉さゆり
usatogoro@yahoo.co.jp広島県

広島市

アトリエ花時計 ☎：082-296-7398♥ 梅田真由美
info@hanadokei-h.jp広島県

広島市

☎：090-1357-3256♥ 横手愛子
yokote@r3.dion.ne.jp広島県

広島市

サンリブカルチャー教室 ☎：090-2806-6031♥ 高井真佐子
taka-m@hicat.ne.jp広島県

広島市

Atelier Chocoo (アトリエ チョコ) ☎：090-3632-0481♥ 山田恵美
pipi-07@nifty.ne.jp広島県

広島市

Beads Studio Picot×picot ☎：090-8600-7861　長原寿子
nag1773jp@ybb.ne.jp広島県

呉市

アトリエ ベルジェ ☎：090-5698-6265♥ 越宗玉恵
ksmntme@ybb.ne.jp岡山県

岡山市

Galeria-CHAKO ）コャチ－アリレガ（ ☎：086-276-1657♥ 武藤久子
hirohisaao@red.megaegg.ne.jp岡山県

岡山市

アトリエ智 ☎：090-3379-1533♥ 川島智子
impromptu_101212@mx7.kct.ne.jp岡山県

倉敷市

手作り工房 創楽 ☎：090-5704-0960♥ 小鷹しのえ
asuka228221@yahoo.co.jp岡山県

倉敷市

☎：0857-22-5125♥ 瀧本信子
babayaga40@yahoo.co.jp鳥取県

鳥取市

のうひめビーズ ☎：090-3872-1232♥ 大西さとみ
kitnneudon@yahoo.co.jp滋賀県

近江八幡市

アトリエ さらさあよ ☎：080-6116-2016♥ 船越育代滋賀県
草津市

Apple Green ☎：090-2894-1122♥ 片山香代
kayok@rio.odn.ne.jp滋賀県

守山市

アトリエ seeds ☎：06-6772-4131♥ 梶　成子
atelier-seeds@nifty.com大阪府

大阪市

Largo Mode （ラルゴ モード） ☎：06-6350-0929♥ 木坂牧子
tn9iz7@bma.biglobe.ne.jp大阪府

大阪市

elm green（エルムグリーン） ☎：06-6373-7787♥ 北ノ原真弓
info@elmgreen.jp大阪府

大阪市

ＶＩＶＩ・ＡＮ ☎：090-6208-6280♥ 白川晴美
enjoy-craft@vivi-an.com大阪府

大阪市

Mano Classe Emi ☎：080-5702-1698♥ 恒岡恵美
emi-fact@bd6.so-net.ne.jp大阪府

大阪市

☎：090-5247-6099　戸田昌子
masaco-no-heya111056@docomo.ne.jp大阪府

大阪市

Healing Space STAR ANGEL ☎：06-6586-1339　諒　有子
luna-ryo@nifty.com大阪府

大阪市

J's工房 ☎：06-6965-7755♥ 山田純子
junko-putty@mbg.nifty.com大阪府

大阪市

☎：072-255-8685　小走はるみ
yossy@mx5.canvas.ne.jp大阪府

堺市

Petit ☆ Heart ）とぁは☆ちぷ（ ☎：080-3792-7378♥ 肥後なおこ
petit-heart@sakai.zaq.ne.jp大阪府

堺市

hana-friends ☎：090-3713-5142♥

♥

大久保理香
rikappi-8787@tcct.zaq.ne.jp大阪府

豊中市

Studio Fiore ☎：090-3847-3900　長尾久仁子
kuniko-n@email.plala.or.jp大阪府

池田市

アトリエ uzu ウズ ☎：090-2041-1739♥ 埋ノ江恵
meitan.sachi.mami@ezweb.ne.jp大阪府

吹田市

Atelier KaoruKo ☎：080-3805-2268♥ 田阪かおる
kitty-sapphire@k.vodafone.ne.jp大阪府

吹田市

☎：072-695-0109　内田生子
century16moderu@ezweb.ne.jp大阪府

高槻市

でぃんぷる ☎：090-1442-8612♥ 寺嶋久美
beads_dimple@yahoo.co.jp大阪府

枚方市

atelier Cheka ☎：090-8758-0507♥ 中筋ヤス子
mitu268@ican.zaq.ne.jp大阪府

和泉市

ピノヴィオレッタ ☎：090-3354-3092　江端弥栄
pinovioletta@ymail.plala.or.jp大阪府

東大阪市

Arietta (アリエッタ） ☎：06-6485-2768♥ 上松ひろみ
romi@arietta2000.com京都府

京都市

ビーズ教室 io <イオ> ☎：075-223-6151♥ 水野泰子
mizuno@beads-io.jp京都府

京都市

Anngelique(あんじぇりっく） ☎：090-1584-5005♥ いとう
mp@hkm.cc京都府

舞鶴市

CREATE RABI クリエイト ラビ ☎：090-1229-2420♥ 泉　千晴
chiharu-rabi@gaia.eonet.ne.jp京都府

八幡市

アクセサリー教室 aula（アウラ） ☎：0771-62-0468♥ 藤井祐子
akubichan-22@ezweb.ne.jp京都府

南丹市

La vierge earpier ☎：090-7462-7538♥ 杉澤典子
jewel_earpier_@hotmail.co.jp宮崎県

宮崎市

宮日アイカルチャーセンター
イオン宮崎 ☎：090-5291-5493♥ 立元昌子

shoko_beadsadviser@yahoo.co.jp宮崎県
宮崎市

Crystal Roses ☎：097-558-2817♥ 梶原美緒
crystalroses1113@hotmail.com大分県

大分市

Le.vitrail ☎：090-4519-7224♥ 谷本嘉惠
y-a@oct-net.ne.jp大分県

大分市

☎：097-552-9639♥ 養父美穂子
west-902@oct-net.ne.jp大分県

大分市

beads miyuu ☎：073-427-7301♥ 伊藤弓子
yumichii1023@ezweb.ne.jp和歌山県

和歌山市

☎：090-1441-6615♥ 坂口眞由美
m-lapin91@jtw.zaq.ne.jp和歌山県

和歌山市

Twin Leaf ～beads skill～ ☎：073-447-2485♥ しおざき有香
twinleaf@ktj.biglobe.ne.jp和歌山県

和歌山市

Beads.love-fruits ☎：073-453-2361♥ 中島享子 half-moon0826@nike.eonet.ne.jp和歌山県
和歌山市

アトリエ Golden * Fairy ☎：090-1915-2582♥ 山本耀子
yoko-1025@ezweb.ne.jp和歌山県

和歌山市

ビーズ専門店・スクール
Beads paprika ☎：0735-29-1115♥ 久保亜紀子

beadspaprika@gmail.com和歌山県
新宮市

beads Sakura.Karin ☎：0736-63-2238♥ 小川和代
beads_sakura_karin@yahoo.co.jp和歌山県

岩出市

アトリエ Teatime ☎：090-2197-1708♥ 星　郁美
        （ほし☆いくみ）

tea_ikumi@yahoo.co.jp
奈良県

アトリエ Ｎｏｎｎａ ☎：090-5369-3146♥ 川西智子
silver.nonna@gmail.com奈良県

北葛城郡

アトリエＢｉｊｏｕ ☎：090-7117-9619♥ 大西眞理子
00.24am-00.24pm@kud.biglobe.ne.jp兵庫県

神戸市

ビーズスタジオ・さくら ☎：080-4231-3699♥ 櫻井恭子
k.sakura99@gmail.com兵庫県

神戸市

ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＬＯＲ ☎：090-1420-2733♥ 多木佐瑤子
studiocolor@m5.gyao.ne.jp兵庫県

神戸市

atelier tea time ☎：078-784-0003♥ 田中朋香
mtor@hi-net.zaq.ne.jp兵庫県

神戸市

Ｆ・Ｓ・Ｋアクセサリークラフト教室 ☎：090-5066-0607♥ 中井恵子
f.s.k@aa.cyberhome.ne.jp大阪府

大阪市

Beads Studio M ☎：090-8204-3501♥ 光岡久仁子
beadsstudiom@yahoo.co.jp兵庫県

神戸市

スマイルハート ☎：080-3117-3573♥ 宮地左知子
smile-sachiko@happy.odn.ne.jp兵庫県

姫路市

ミルキーブレス ☎：090-1950-5074♥ 百合貴美子
info@milky-breath.com兵庫県

尼崎市

petit ☎：090-4901-6611♥ 梅本亜紀
petit-petit@nyc.odn.ne.jp兵庫県

西宮市

☎：072-779-3226♥ 堀江直美
hdgf9201@hcc1.bai.ne.jp兵庫県

伊丹市

アトリエ ユー ☎：090-8656-4153♥ 粟山由利子
awayama.9127@zeus.eonet.ne.jp兵庫県

相生市

Ta・Ka・Ra・Ba・Co♪ ☎：0797-20-6938　川辺志乃
b-takarabaco2004@k.vodafone.ne.jp兵庫県

宝塚市

Quadrifoglio (クアドリフォリオ) ☎：090-7497-1962♥ 中森弘馨
foglio-0206@jttk.zaq.ne.jp兵庫県

宝塚市

ＪＵＳＴ ＯＮＥ　 ☎：090-2065-6596♥ 道井聡美
craftmamajp@yahoo.co.jp兵庫県

宝塚市

）トーィウス（ teewS ☎：090-5065-4181♥ 森本一美
sweet-km@jttk.zaq.ne.jp兵庫県

三田市

プティ タ プティ ☎：090-8950-8148　田内喜代美
keybou_kt@excite.co.jp静岡県

静岡市

ニック・ナック ☎：054-259-2823♥ 武田夏世子
k-2979@lake.ocn.ne.jp静岡県

静岡市

アトリエ rena ☎：054-202-2016♥ 法月淑江
thomas73@tokai.or.jp静岡県

静岡市

N-Box ☎：053-522-2790♥ 小寺紀子
koderano@yahoo.co.jp静岡県

浜松市

ビーズ工房 ちゃとら ☎：055-952-0981　小野田広美
hiromi.o@thn.ne.jp静岡県

沼津市

アトリエ Emika ☎：055-925-4676♥ 淤見美香
emika.o.0335@docomo.ne.jp静岡県

沼津市

Ｒubimam*るびまむ* ☎：055-931-8741♥ 瀬川賜美
rubimam@crocus.ocn.ne.jp静岡県

沼津市

☎：055-962-6558　関しのぶ
sohyu@nifty.com静岡県

沼津市

Meeting of Hearts ☎：090-4154-6783♥ 小川敦子
scapolite@live.jp静岡県

富士宮市

アトリエ Ｍａｔｓｕｎａｇａ ☎：090-3159-1732♥ 松永昭子
white-milk@ca.thn.ne.jp静岡県

焼津市

ちゃ夢 ☎：0537-21-6812♥ 進藤聖子
cham@cy.tnc.ne.jp静岡県

掛川市

杉の子 ☎：090-3595-2638♥ 杉山益子
masuko.s-0118@ezweb.ne.jp静岡県

御殿場市

手芸教室 ながさわ ☎：055-931-7790　長澤和子
musukari1129@yahoo.co.jp静岡県

駿東郡

Beady May ☎：090-8323-1516♥ 服部登志子
tama@ob.aitai.ne.jp岐阜県

多治見市

Berry's Farm ☎：090-9492-6119♥ 森田まき子
makialfheim@yahoo.co.jp鹿児島県

鹿児島市

ハンドメイド イブ ☎：090-3425-1212♥ 岡田広美
hiromi.o.803.@c.vodafone.ne.jp三重県

四日市市

アトリエ クラレットローズ ☎：080-3068-3741♥ 小林典子
knoriten@hotmail.com三重県

四日市市

アトリエ VIOLET・AYU ☎：090-8551-6294♥ 羽木　歩
violet-fortune-ayou@zc.ztv.ne.jp三重県

松阪市

mama mirco ママ ミルコ ☎：0595-65-3101♥ 平田千典
chifumic-hanamomonta@peace.ocn.ne.jp三重県

名張市

アトリエ ビーズパフェ ☎：090-5030-5362♥ 岡本恵子
keiko@bpafe.com愛知県

名古屋市

☎：090-5852-3736♥ 小澤伸子
zawa-nobu-9330@docomo.ne.jp愛知県

名古屋市

アトリエ K ☎：090-6615-0255♥ 小島慶子
SNC13446@nifty.com愛知県

名古屋市

Happy Space Sora ☎：090-8138-3333♥ 高木明美
koyama37jp@yahoo.co.jp愛知県

名古屋市

atelier lumiere ☎：052-700-0711♥ 前田佳子
maeda505@tg.commufa.jp愛知県

名古屋市

Ｈｅｌｉｏｔｒｏｐｅ ☎：090-7868-6945♥ 渡辺友美
heliotrope@leaf.ocn.ne.jp愛知県

名古屋市

aquadrop ☎：090-3562-1687　山本泰代
y_yama3201@ybb.ne.jp愛知県

豊橋市

ビーズ工房いろどりーむ（彩＊夢） ☎：0564-57-8004♥ 鈴木泰子
suzuki-k-y@nifty.com 愛知県

岡崎市

明夢創工房（あむそうこうぼう） ☎：090-8459-2950♥ 今井田志保
beads@pope.hm愛知県

一宮市

☎：0586-71-5087♥ 森　倫子
mitil1107@ezweb.ne.jp愛知県

一宮市

Atelier Moon ☎：090-3034-3525♥ 眞島亜季
aki-c@muh.biglobe.ne.jp愛知県

春日井市

ビーズアクセサリーショップ＆
手作り教室 リブ ☎：0565-28-4595♥ 杉浦英子

e-sugiura@joy.ocn.ne.jp愛知県
豊田市

天使のおくりもの ☎：080-4225-9220　石川由実子
lestrose425@yahoo.co.jp愛知県

安城市

el liston ☎：090-3968-0721♥ 八鳥かずえ
e-birds@md.ccnw.ne.jp愛知県

犬山市

アマトリーチェ ☎：0568-41-4014♥ 松川明子
sph47np9@heart.ocn.ne.jp愛知県

小牧市

☎：0568-97-2681♥ 村松教子
t.muramatsu1616@s9.dion.ne.jp愛知県

小牧市

アトリエ ｇｌａｓｓ ｈｅａｒｔｓ ☎：090-8863-5437♥ 松浦洋子
glasshearts@nifty.com愛知県

稲沢市

ビーズぽっぷ など ☎：090-3933-2232♥ 出原三千世
mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp愛知県

日進市

くらふとはうす ゆう ☎：0568-27-5264 ♥ 石原優子
crafthouseyu2@gmail.com愛知県

北名古屋市

HANNA-Beads ☎：052-445-3899♥ 出澤良子
445idesawa@gmail.com愛知県

あま市

la Plase de ventdoux ☎：090-9023-8341♥ 優風
vent_doux@sa3.so-net.ne.jp愛知県

あま市

Star-drops ☎：090-9664-1989♥ 堀内朝美
horiuti@sea.plala.or.jp長野県

駒ヶ根市

ビーズジュエリーFuFu ＜フフ＞ ☎：090-7842-2723♥ 伴野敏子
info@beads-fufu.com長野県

中野市

☎：090-2407-1892♥ 服部春江
onesnow_dream398@ybb.ne.jp長野県

中野市

ライフ・エッセンス ☎：090-4152-5918♥ 赤羽佳代子
masafumi.a@star.bbexcite.jp長野県

安曇野市

ライフ・エッセンス ☎：0263-82-9116♥ 萩原明子
hagiwara@anc-tv.ne.jp長野県

安曇野市

☎：090-4460-0222♥ 白鳥麻都香
silver-swan@almond.ocn.ne.jp長野県

上伊那郡

フォー ハート シックス ☎：090-2200-0716♥ 深尾千鶴
fukao@kvd.biglobe.ne.jp長野県

北安曇郡

☎：090-1748-9286♥ 荒木やす江
minamikouminnkann@yahoo.co.jp静岡県

浜松市
』光の使天『legnA WOLLEY trA

浜松佐鳴台教室

☎：0532-48-3800♥ 桧野小百合
s-hino@mx2.tees.ne.jp愛知県

豊橋市 Claycat（クレイキャット）

☎：090-2573-7957♥ 野島睦美
aisaibeads@yahoo.co.jp愛知県

春日井市 Ａｉ☆Ｓａｉ★Ｂｅａｄｓ

☎：0533-75-4622♥ 平松仁美
hitomi@cj-moon.ecnet.jp愛知県

豊川市 J-MOON

☎：072-262-3813♥ 西田尚子
naoko.beads@gmail.com大阪府

堺市 Ｎａｏｋｏ Ｂｅａｄｓ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

☎：090-5679-0270♥ NIKO  san
andyou.niko@gmail.com大阪府

豊中市 スペース and you

☎：06-6991-7513♥
yamayama-sun@mkc.zaq.ne.jp大阪府

守口市 Ｔｒｅａｓｕｒｅ　Ｃｈｅｓｔ

☎：072-743-7889　梅沢知代
umezawa@kyoei-1.co.jp大阪府

大阪市 アヴァンセ

☎：095-848-5483♥ 千葉さおり
opalcatnip@yahoo.co.jp長崎県

長崎市 手芸工房・サザンリーヴス

都道府県 教室名 メールアドレス・電話番号主宰者名 都道府県 教室名 メールアドレス・電話番号主宰者名 都道府県 教室名 メールアドレス・電話番号主宰者名

☎：090-5918-8743♥ 石本美奈子
i-hmarr-6289@sgr.e-catv.ne.jp愛媛県

松山市 ＲｉＲｉＡ

Siｌver  Swan


